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医師になってちょうど 40年たった．2年目の研修先である福岡市立第一病院（現，福岡市民病
院）では外科が腎移植と血液透析を行っていて，それ以来血液透析に携わってきた．約 40年の間
に，透析患者に対する私の療養指導態度もかなり変化してきた．
若いころは，覚えた知識をストレートに透析患者に伝えていた．毎回検査データが悪い患者や，
塩分制限・水分制限が守れない患者に，「なぜ守れないのですか？」と，まるで仁王様のような態
度であった．血管外科の患者にも同様であった．四肢切断になっても喫煙する Buerger氏病（閉
塞性血栓性血管炎）の患者の病室で煙草を見つけた時には，「病院は治療道場です．治す気がない
のなら退院しなさい．」と怒鳴った．もちろんアル中で肝硬変の患者が酒を持ち込んだ時は，即退
院させた．
しかし，10年ほどたつと，そのような療養態度が悪い患者たちにもなんとか打つ手がないもの
かと思案し，「どうぞ心を入れ替えてください．」と願うようになった．といって，妙案があるわけ
でもなく，ただ医師としてのベストを尽くして，その結果を良くても悪くても患者とともに受け入
れるという時期が続いた．まるで慈母観音の気分である．

20年ほど前，京都の学会のついでに禅寺巡りバスツアーに参加した．たしか，大徳寺の塔頭の
一つと思うが，そこの大広間で皆と昼食をとっている時に，ふと掛け軸を見ると，「正しいことよ
り面白いほうがいい」と書いてある．そこへ，若い住職がラジカセを下げて腰を振りながら，杉良
太郎の「ぼけたらあかん，長生きしなはれ」を歌って出てきた．この時は，「面白ければ正しくな
くてもいい」とでもいうのか……何と不真面目で不謹慎な，と感じた．しかし，なぜか妙に心に引
っかかっていた．
診療の現場でも，面白い会話のほうが患者の不安が和らぐ．塩分制限・水分制限が守れない患者
が「先生，すみません」と言うと，「いや，私に謝らなくて，あなたの体に謝ったら．ダメージを
受けたのは，あなたの体ですよ．大事にしてね．」とか，毎回検査データが悪い患者に，「まだお正
月の宴会が続いているのですか？ 世間はとっくに 3月ですよ．」などと，ウィンクをしながら諭
す．すると，患者はホッとして「先生に許してもらった」という安心した顔をする．「許す」とい
うのはいい言葉だなと，しばらくは思っていたが，大変な勘違いであることに気付いた．医師とい
う私は，ただただ，患者がより良くなるように診療し，結果が良くなるように祈るだけで，決して
「許す」などという神様のような立場ではない．
このようなことを自問自答しながら，できるだけ面白い診療を心掛けているうちに，なにかしら
全体の治療結果が良くなってきた．暴飲暴食などで検査データが悪い患者の数も次第に減ってきた．
なるほど，面白いことのほうが人を動かす．あの掛け軸の言葉は，できるだけ多くの衆生を救おう

巻　頭　言

正しいことより面白いほうがいい
――　仁王，慈母観音，面白坊主，そして臨終　――
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と一所懸命修行した僧侶の，私たちへの教えなのだろう．「正しいことより面白いほうがいい」と
いうのは，「面白ければ正しくなくてもいい」のではなく，「正しいことを面白くやれたらいいな
ぁ」ではないかと，今は考えている．
仁王から慈母観音，そして面白坊主へと 10年刻みで医師としての態度が変化してきたが，この

文を終わるに臨み，最近の 10年間で考えていることについて述べる．
看取りに際して，家族に伝える言葉がある．それは，「臨終とは，終わりに臨むと書き，死亡時

刻の瞬間を意味しているのではない」ということである．歌舞伎に例えて説明している．筋書が終
わりに近づき，主役が見えを切り，ゆっくりと緞帳が降りはじめる．「○○屋〜！」と声がかかる．
緞帳が降りてしまっても，緞帳の向こうにいる役者が見えを切ったまま動かないのをしばらく感じ
る．再びゆっくりと緞帳が上がり，役者たちが勢ぞろいをして挨拶をする．この流れのすべてが
「終わりに臨む，すなわち臨終」であり，緞帳が床に着いた瞬間のみが「臨終」ではない．
死亡時刻に間に合わなかった事で罪悪感を持っている家族に，この話をしている．そして，「亡

くなられる前も，亡くなられた後の喪に服する 1年間も，すべて臨終でしょうから，生前に時を共
有していた事や，亡くなられた後も皆さんで思い出してあげるのが，臨終に立ち会った事になりま
すよ」，と伝えている．その家族の救われた気持ちになった笑顔に，こちらが救われる．
日々是臨終，日々是好日．
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要　旨

日本透析医学会の年度末調査をもとに，総透析患者
数，透析施設数，年間導入数，導入原因，平均年齢（導
入患者，年度末患者）の推移を俯瞰する．患者の高齢
化に伴い夜間透析は減少し，腹膜透析は 9,500人前後
を推移し患者全体の 3.1％にとどまっている．わが国
では腎移植が少ないので，長期透析患者の割合が増加
している．死因でみると心不全は横ばい傾向にあるが，
感染症，悪性腫瘍の割合が増えている．脳血管障害，
心筋梗塞による死亡の割合は減少しつつある．悪性腫
瘍が死因の 1位であり，心臓死，肺炎も増加している
一般住民と異なる．日本透析医学会の統計調査はすで
に 30年におよぶ歴史があり，世界的にも貴重なデー
タベースである．今後，さらにデータ収集法を改善
（倫理的に問題のない連結可能な匿名化）し，迅速な
資料提供，種々の解析が進められることを期待したい．

はじめに

日本透析医学会の統計調査委員会は，年度末のアン
ケート調査結果を総会にあわせて速報『図説わが国の
慢性透析療法の現況』を発刊している．1983年度よ
りデータを電子化し患者調査も実施されている．すで
に 30年におよぶ歴史があり，世界的にも貴重なデー
タベースである．調査に供された総患者数は 70万人
前後と推定される．IT技術の進歩に伴い，2000年度
頃より患者調査項目が多岐にわたるようになっている．

1989年度のトラブルを除いて，施設調査においては
おおむね全数調査が実施されてきている．しかし，個
人情報保護の観点より，最近では患者調査に非協力の
施設が増加している．一方，質の高い解析結果のフィ
ードバックに対する要望も強く，わが国の透析療法の
実態を国際的にも発信する必要に迫られている．

1　総患者数

日本透析医学会（JSDT）の 2013年度末調査による
と，総透析患者数は 31万人を超え，人口 100万人対
で約 2,500人に達し，国民の 400人に 1人の割合とな
っている．透析施設数も 4,200を超え，最大収容能力
は 42万人を超えていると考えられる．年間導入数を
年間死亡数が上回れば総患者数は減少に転ずるが，
2013年度の差は約 7,300人である（2007年度は
11,700人）．都道府県別にみると，すでに人口 100万
人対で 3,000人を超えている地区もでている（図 1）．
75歳以上の男性では，人口 100万人対で 9,000人近く
（約 100人に 1人）となっている．維持透析の中断，
見合わせなど，患者・家族・医療関係者のチ－ム医療
が必要となっている．透析患者は九州・沖縄・四国に
多く，東北・山陰地区は少ない．導入率も地域差が大
きく，人口構成，社会・経済的要因の相違も原因と考
えられる．
末期腎不全の原因となる慢性腎臓病（CKD）は比

較的新しい疾患概念であり，重症度は腎機能（GFR）
と蛋白（アルブミン）尿で評価される．CKDはまだ
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メタボリック症候群に比し一般の認知度が低く，さら
なる啓発活動が必要である．透析導入を遅らせ，合併
症を予防する必要がある．しかしながら，透析導入の
時期は腎機能のみでは決められない．透析患者の生命
予後は CKDの重症度以外にも合併症，栄養状態，社
会・経済的要因など多くの因子が関与している．また
透析施設の状況や通院の利便性，患者・家族の理解，
協力体制など社会的要因も大きい．
透析療法は一義的には腎機能代行療法（GFRの補
完）であるが，現行の透析療法ではマイナス面も存在
する．ブラッド・アクセス，体外循環など非生理的な

治療であることに加えて，栄養状態の改善が十分でな
いことが考えられる．腎再生医療技術が急速に進歩し，
2050年頃には腎移植代替治療も夢ではないと予想さ
れている．

2　原因疾患

導入原因は 1998年度より糖尿病が首位となり，年
間の導入数が 16,000人台を維持している．慢性腎炎
は年間最大 1.1万人より減少傾向にあり 6,000人台と
なり，代わって腎硬化症および原因不明例が増加しつ
つある（図 2）．男女別に導入率をみると，男性は依
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図 1　年度末患者数の推移
（JSDTの資料を基に著者改変）

図 2　原疾患別の導入数の推移
（JSDTの資料を基に著者改変）
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然として増加し人口 100万人対で 400人台となってい
るが，女性はここ数年 200人前後で横ばいとなってい
る（図 3）．

CKDは高血圧，糖尿病，高脂血症などを基礎疾患
として発症することが多い．メタボリック症候群では
CKDの発症が多いことが示されている1）．食の欧米
化を中心としたライフスタイルの変化より，肥満，脂
質異常症，耐糖能異常などの代謝性疾患が増加してい
る．若杉等はライフスタイルと CKDの発症の関係に
ついて検討し，ライフスタイルの良い群では有意に蛋
白尿の出現が少なく，基礎疾患（糖尿病・高血圧・脂
質異常症）の有無とは独立した因子であることを報告
している2）．五つの健康習慣（禁煙，体重管理，節酒，
活発な身体活動，食事）は遵守する数が多いほど CVD，
２型糖尿病，癌の発症が少なく，生命予後が良好なこ
とが明らかとなっている．
日本腎臓学会は『エビデンスに基づく CKD診療ガ

イドライン 2013』を刊行した．生活習慣の改善に関
してのエビデンスはそれ程強くなく，推奨グレードを
つけられないものが多い．生活習慣については多くが
観察研究によるもので，エビデンス・レベルの高い介
入研究（randomized controlled study;  RCT）は少ない3〜6）．
RCTでは患者選択のバイアスが避けられず，コンプ
ライアンスの問題や症例数が少ないなど実施困難な課
題が多い．CKDが重症化するほど，アウトカムに関
連する因子が増加し，単一の因子に対する介入（ESA

による貧血治療，スタチンによる LDL低下など）に

よる RCTでは治療効果が証明されないこととなる．

3　高齢化

透析患者は年々高齢化し，2013年度の調査では平
均年齢が導入患者 68.7歳，年度末患者 67.2歳となっ
ている（図 4）．導入原因疾患別にみても慢性腎炎
68.5歳，糖尿病 66.8歳，腎硬化症 74.6歳といずれも
年々上昇している．これには高齢者人口の増加，保存
期 CKD対策および社会経済的要因が考えられる．
患者の高齢化に伴い夜間透析は減少し，2013年度

末は 13.2％となっている．また腹膜透析は 9,300人前
後を推移し患者全体の 3％前後にとどまっている．わ
が国では腎移植が少ないので，長期透析患者の割合が
増加している．患者全体の中央値は 6〜7年であるが，
透析歴 10年以上が全体の 27.6％，20年以上が 7.9％
に達している．長期透析患者の病態は未知の領域であ
り，透析アミロイドーシス，CKD-MBD，低血圧，低
栄養など患者の QOLを維持するうえでも解決すべき
難問が多い．
透析患者の死因では心不全は横ばい傾向にあるが，
感染症，悪性腫瘍の割合が増えている（図 5）．一般
住民では悪性腫瘍が死因の 1位であり，心臓死，肺炎
も増加している．脳血管障害，心筋梗塞による死亡の
割合は減少しつつあるが，既往例は増加していると思
われる．
わが国は今後さらなる高齢化社会を迎え，高齢者人

口が急速に増加する．加齢に伴う腎機能低下の機序は

図 3　男女別の透析導入率
（JSDTの資料を基に著者改変）
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不明であり個人差が大きい．しかし，CKD患者（種々
の合併症を有する）は増加し，より複雑な病態を呈す
ることが予想される．したがって，腎臓専門医のみな
らず，内科系の専門医（循環器，呼吸器，代謝・内分
泌など），外科系（眼科，整形外科，脳外科，胸部外
科など）の診療科，薬剤師，栄養士などとの連携が必
要となる．
患者の予後を規定する因子として，蛋白・エネルギ

ー不足（protein energy wasting;  PEW）とCKDの関連
が問題となっている7）．CKDの重症化につれて PEW

が増加し，予後が不良となる．最近，CKDと PEW（サ

ルコペニア）の関連について大変興味ある研究が実施
されており，成果が期待されている8）．約半年間，冬
眠する熊はその間，排尿せず（GFRはほとんどゼロ），
筋肉の委縮も認められない．人間は３日間臥床しただ
けで筋肉が委縮し立てなくなるのと対照的である．冬
眠する前に大量の皮下脂肪を蓄えておくことが前提で
ある．

4　今後の対策

CKDは生活習慣病（糖尿病，高血圧，肥満，メタ
ボリック症候群，痛風・高尿酸血症）を起因として発

図 4　透析患者の平均年齢の推移
（JSDTの資料を基に著者改変）
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図 5　維持透析患者の主要死因の推移
（JSDTの資料を基に著者改変）
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症，進展することが明らかとなっている．保存期から
の管理，合併症の予防が，やむをえず末期腎不全，透
析療法に至ってからの生活の質，予後に密接に関連し
ている．患者の高齢化，医療費の高騰より透析療法へ
の社会・経済的圧力は今後も強くなる一方である．透
析療法への導入，継続中断・中止にあたっては医療者
のチームによる説明が必要である．
透析導入にあたっては腎機能（eGFR）のみならず，
自覚症状の有無が重要であり，適切な保存的治療
（best conservative care）も治療選択の一つである．
JSDTの調査でも eGFR 4〜6 ml/min/1.73 m2で導入さ

れる患者の予後が最も良好である（図 6）9）．それより
良好な腎機能で導入される患者は種々の合併症，栄養
障害などを伴っており，透析療法への導入が予後を悪
化させている可能性も否定できない．また eGFR＜
4 ml/min/1.73 m2で導入される患者は，医療機関（透
析可能な）への受診が遅れた患者（late referral）と考
えられる．健診未受診者が多く，種々医療情報（CKD

啓発活動）が届いていない．今後の対策が課題である．

まとめ

透析医療の現場にいる医師は多忙であり，日進月歩

図 6　導入時の eGFR 別，死亡危険度
　　　（文献 9より）
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図 7　米国の治療指針の変化
（Dr. R Glassockの講演資料より著者改変）
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長時間 , 頻回透析（Kt を維持）
貧血 , PO4, PTHの注意深い治療
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A Crossroads
（Parker T, et al. CJASN 6:457, 2011）

Courtesy of Dr. Richard J. Glassock, Presented at the 30th Anniversary Meeting, Okinawa March 10, 2012
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の技術の進歩や情報の過多にさらされている．とくに
診療体制，方針の異なる米国からの情報には批判的で
ある必要がある．米国でも透析患者のケア方針が大き
くかわりつつある（図 7）．JSDTの現況報告および
JSDTのデータを基にした資料，論文は我が国の実情
を反映し，今後の指針とすべき信頼できるものである．
今後，さらにデータ収集法を改善（倫理的に問題のな
い連結可能な匿名化）し，迅速な資料提供，種々の解
析が進められることを期待したい．
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要　旨

高齢化の進行に伴い悪化し続ける国家財政を背景に，
近年，社会保障費削減の声は高まっており，今後，医
療費削減政策が強化される可能性は高いが，特に透析
医療については，1人当たりの医療費が多いことから，
30年来常に医療費の削減対象とされてきた．但し透
析医療の国民医療費に占める割合はこの 30年間約 4

％で変わっていない．
平成 26年 4月に消費税が 5％から 8％になったが，
消費税の医療機関負担分を初・再診料などの基本診療
料を中心に補填する現在のやり方は，包括点数の大き
い透析医療において負担の大きいものとなっており日
本透析医会としてもこの点は強く訴えていく所存であ
る．なお平成 27年 10月にはさらに 10％に引き上げ
られる予定であったが，急遽 1年 6カ月の先送りとな
った．
近年，サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者住
宅で HHDを施行する施設が現れた．この高齢者住宅
等における通院困難患者の HHDという流れは，「在
宅血液透析管理マニュアル」で定義された患者の自己
管理を前提とした治療ではなく，フランスなどで普及
しているリミテッドケア透析ともまったく異なる「非
自己管理型在宅血液透析（HHD）」とでもいうべきも
のであり，治療の質の担保という点で大きな問題があ
る．単に反対するだけではなく，透析医療における医
師，他職種それぞれの役割をしっかり論じたうえで，

我々のほうから，新しい HHDのあり方を行政に提案
していく必要があると考える．

1　医療費削減政策の背景

1990年代初頭のバブル崩壊後，国家財政は急速に
悪化し，その後も日本経済は低迷を続けたため国の債
務は膨らみ続けている．政府債務残高は 2013年末の
時点で 780兆円を超え，借入金等を含めたいわゆる国
の借金は 1,000兆円を超えた．GDP比で約 200％とな
るこの国の債務は，まさに戦費調達のために大量に国
債を発行した太平洋戦争末期に匹敵し，国際的にみて
も財政破綻したギリシャよりはるかに高く先進国最悪
であり，さらに現在も国家財政は収入に対して支出が
大きく超過しており，累積赤字国債は増え続けている．
日本の国債は国内消費がほとんどであり海外保有率
はきわめて低いことから，国債の利回りは低水準で安
定しているが，国の借金が国民の金融資産約 1,600兆
円に迫り増え続けている状況で楽観視はできない．近
い将来，国内の金融資産で国債の消化が賄いきれずに
海外資産に頼るようになれば国債の金利は上昇し，政
府の債務負担はさらに増加し，インフレ傾向に傾く．
ハイパーインフレが発生し円が暴落した場合，大量失
業，生活必需品が入手困難になり，公定価格でありイ
ンフレに弱い公的医療保険制度は破綻するというのが
最悪のシナリオだが，今の動向からすれば将来的には
ありえない話ではない．
政府支出増大の最大の原因として，少子高齢化の進

透析医療における Current Topics 2014（東京開催）
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展とそれに伴う社会保障費の増大があげられている．
社会保障給付費の約 1/2を占めるのは年金で医療は 3

割強であるが，いずれも高い伸び率を示している．こ
のため，当時の厚生省保険局長がいわゆる「医療費亡
国論」を唱えた 1980年代前半頃から，医療費の伸び
が経済成長率と大きく乖離しないようコントロールす
る医療費抑制政策がとられてきた．
この結果として日本の医療費は，世界の先頭を走る
高齢化の進展にもかかわらず，先進諸国と比較して必
ずしも対国民総生産比でみれば医療費が高いとは言え
ない．しかし，医療費が高いかどうかは最終的にはそ
れを負担する国民が判断するものである．医療費を財
源としてみた時，大きく分けて消費税などの税金，保
険料で賄われる公的医療保険，患者の自己負担の三つ
しかない．医療費を上げる場合，税金を上げて医療に
回せるか，保険料を現状以上に上げることが許される
か，軽減されている高齢者の自己負担をアップ，ある
いは公的医療保険のカバー範囲を限定することで患者
の自己負担を増やすのか，これらは政治の問題であり，
最終的には国民の判断にゆだねられる事柄である．

2　近年の医療費削減政策

2012年末に成立した第 2次安倍内閣は，少なくと
も社会保障政策については新自由主義的政策をとった
小泉内閣と似た方向性があると考えるべきである．
2001年に成立した小泉内閣は，2004年に発覚した日
本歯科医師会関係者が中央社会保険医療協議会（中医
協）委員に対して贈賄を行った汚職事件をきっかけに，
中医協から診療報酬改定率の決定権を取り上げ内閣の
決定事項とし，また 2002年から 2006年にかけての診
療報酬改定において 3回連続のマイナス改定とするな
ど厳しい医療削減政策がとられた．その後，2005年
頃より「医療崩壊」というキーワードで医療システム
の綻びが社会問題として語られ，その大きな要因とし
て医療費抑制政策があげられた影響もあり，その後の
麻生政権，民主党政権では比較的医療費削減政策は緩
和された．
民主党政権下の 2012年に，民自公の三党合意で成

立した社会保障と税の一体改革法案は，社会保障財源
の安定確保のために消費税の税率を上げ，制度の持続
性の確保を目的として掲げている．その内容として，
社会保障の給付の重点化，制度の運営の効率化，医療

保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等，
医療費を削減するための施策があげられている．事実，
第 2次安倍内閣成立後初めてとなる 2014年の診療報
酬改定では，後述するように小泉内閣以来の事実上の
マイナス改定となった．2014年 6月 24日に閣議決定
された「経済財政運営と改革の基本方針 2014」では，
社会保障給付費について，いわゆる「自然増」も含め
聖域なく見直し，徹底的に効率化・適正化していく必
要がある，としている．このために，都道府県単位で
の医療提供体制の再編と医療費適正化について目標設
定することを検討する，としている．
このような状況を考えれば，今後，より厳しい社会
保障費抑制政策がとられる可能性が高いものと考える
べきであろう．

3　透析医療費の今後の動向

30年来の医療費削減政策の中で，特に透析医療は 1

人当たりの医療費が多いことから，常に医療費の削減
対象とされてきた．1982年末に 5万人弱だった透析
患者数は 2012年末には約 31万人と 6倍以上となった
が，透析医療の国民医療費に占める割合はこの 30年
間約 4％で変わっていない．すなわち，透析医療費は，
透析患者の増加に合わせ国民医療費に占める割合にあ
わせた減額を行う事実上のキャップ制がこの 30年間
の方針であったと解釈でき，今後もこの方針は続いて
いくものと思われる．
このような状況であるため，透析の診療報酬改定に
ついては，他から財源を持ってくるようなことは原則
的にありえない．唯一といっていい例外は 2012年の
PTAの診療報酬に関する増点で，これは外科系学会
社会保険委員会連合が手術報酬の試算を出した結果と
して，手術に関する診療報酬の大幅増点が実現したさ
いに引き上げられたものである．このような例外的事
例を除いて，透析の診療報酬改定は財政中立が維持さ
れている．
典型的な例は，2008年の透析技術料の時間区分復

活である．2008年以前は外来透析の技術料は透析時
間にかかわらず 2,250点であったが，この改定で 4時
間未満が 2,117点，4時間以上 5時間未満が 2,267点，
5時間以上が 2,397点の 3段階となった．この点数は，
4時間未満を 20％，4時間以上 5時間未満を 70％，5

時間以上を 10％と仮定した場合，平均の透析技術料
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は 2,250点で改定前と一致する．つまり，この時間区
分復活の改定は，短時間透析の点数を削減してより長
い透析時間の点数に振り分けたものということができ
る．2010年の改定時に新設された透析液水質確保加
算も同様で，1日あたり 10点の点数がついたが，一
方で出来高の人工腎臓技術料は 1,590点から 1,580点
と 10点削減された．臨床工学技士が算定の条件にな
っており，チーム医療の観点からは意義はあると考え
られるものの，この点数自体は技術料の点数が振替え
られたものと考えられる．また前述の例ほどまでに明
示されていないが，2012年の改定で新設されたオン
ライン HDFの点数も，通常の HDの点数を削って振
り分けられているものと思われる．したがって，新た
な点数の設定や加点の要望をする場合には，どこから
財源をもってくるのかということを注視しなければ，
点数はついたが思わぬ所が削られて全体としてバラン
スを欠く，というような事態もなりかねず，配慮が必
要と言える．
また中井らによる 2001年から 2010年までの日本透
析医学会統計調査による透析人口から算出した慢性維
持透析人口の将来統計によれば，わが国の透析人口は
2021年末に 348,873人で最大となるとしている1）．前
述のように，これまでの透析医療費が国民医療費の約
4％という事実上のキャップ制の方針が今後も続くの
であれば，透析患者人口が増え続ける限り 1人あたり
の透析医療費の削減も，少なくとも 2020年頃までは
続いていくことになる．

4　消費税増税の透析医療に与える影響

平成 26年の診療報酬改定は，消費税が 5％から 8

％に引き上げられる平成 26年 4月と同時であったた
め，消費税増税に対する対応を含む形で行われた．
消費税は，消費一般に広く公平に課税される間接税
であり，ほぼすべての国内における商品の販売，サー
ビスの提供を課税対象としている．消費税は事業者に
負担を求めるものではなく，商品やサービスの最終的
な消費者が負担するものとされているが，公的医療保
険でカバーされる医療においては，消費税法上は非課
税取引と位置づけられている．このため医療機関等が
社会保険診療を提供するさいに，患者から消費税を受
け取ることはない． 一方で，医療機関等が医薬品や
設備等を仕入れるさいには消費税を支払っているが，

この支払に含まれる消費税分については，患者に転嫁
できないため医療機関等のコストになっている．この
ため，診療報酬や薬価等を設定するさいに，医療機関
等が仕入れにさいして支払う消費税が医療機関等にと
って実質的な負担となることがないよう，点数を上乗
せすることで対応をしてきている，という建前になっ
ている．
しかしながら，平成 9年に消費税が 3％から 5％に
上げられたときに上乗せされた項目は 36項目に過ぎ
ず，その後の改定で包括化あるいは項目の廃止となっ
ているなど，診療報酬における消費税分の補填につい
ては明確ではない．今回の 8％への消費税引き上げの
さいの対応についても様々な議論があったが，最終的
には，今回は個別項目に上乗せすることは現実的に不
可能であるとして，初・再診料を診療所と病院に同額
上乗せし，余った財源を入院基本料に充てる，という
方針が出され，その方針に沿った対応がなされた．
しかし，初・再診料の請求診療報酬に対する比率は
病院と診療所で大きく異なるうえ，診療科によって消
費税の負担額は大きく異なる．材料や薬剤などが出来
高で請求できず包括化されているようなケースでは，
包括点数に消費税の上乗せがなければ医療機関の負担
が増えることになる．透析の技術料がまさにそのケー
スで，初・再診料に比し技術料等の請求金額が大きい
うえ，透析回路，生理食塩液，穿刺針，ESA製剤がす
べて透析技術料に含まれる慢性維持透析においては，
技術料に消費税増税分の上乗せがなければ，医療機関
の負担となる．
日本透析医会では，平成 26年度診療報酬改定の要

望事項の一つとして，「包括人工腎臓点数に含まれて
いる薬剤・診療材料の消費税増税分の適切な評価」を
あげ，実際のコスト計算を元に人工腎臓点数 19点ア
ップを要望した．今回の消費税増税対応については，
個別項目について，基本診療料との関係上，上乗せし
なければ不合理になると思われる項目等に補完的に上
乗せするという方針もあり，対応を期待したが，公式
には要望は受け入れられなかった．唯一明確な消費税
の補填である再診料の 3点アップは，透析医療におけ
る消費税課税経費からすればきわめて小さいと言わざ
るをえない．現時点では平成 27年 10月に予定される
10％への消費税増税においては，この問題はさらに
深刻化するものと考えられるため，日本透析医会とし
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ても強く訴えていく所存である．

5　非自己管理型在宅血液透析の諸問題

平成 22年の診療報酬改定では，在宅血液透析
（HHD）の診療報酬の大幅増点が実現した．このさい
に「関係学会のガイドラインを参考に在宅血液透析に
関する指導管理を行うこと」と指導管理料算定の条件
として明記されたことから，日本透析医会が中心に，
日本透析医学会，腎不全看護学会，臨床工学技士会，
在宅透析研究会からなる委員で在宅血液透析管理マニ
ュアル作成委員会を構成し，「在宅血液透析管理マニ
ュアル」2）を平成 22年 2月に作成した．このマニュア
ルにおける HHDの定義は「患者及び介助者が，医療
施設において十分な教育訓練を受けた上で，医療施設
の指示に従い，1人に対して 1台患者居宅に設置され
た透析機器を用い，患者居宅で行う血液透析治療であ
る」としている．すなわち患者の自己管理と治療にお
ける有責性を前提としたものである．

HHDの診療報酬引き上げ後，サービス付き高齢者
向け住宅などの高齢者住宅で HHDを施行する施設が
現れた．中には住宅の共用施設として透析室を設置し，
透析機器を共有しながら，1人 1台の透析機器である
ことが大前提である透析液供給装置加算を請求する施
設もあった．このような施設は論外であるが，この高
齢者住宅等における通院困難患者の HHDという流れ
は様々な問題を含有している．
高齢者住宅における医療自体は在宅医療の範疇であ
るが，「在宅血液透析管理マニュアル」で定義された
患者の自己管理を前提とした治療ではない．また，フ
ランスなどで普及している，患者が自己穿刺などを行
うリミテッドケア透析ともまったく異なる性格の治療
であり，「非自己管理型在宅血液透析」とでも言うべ
きものである．この非自己管理型在宅血液透析は，ル
ール上は，在宅血液透析と称しているが，診療報酬上
参考にすべきとされた「在宅血液透析管理マニュア
ル」を無視した，本来の HHDとは似て非なる治療を
行っている．
厚生労働省は在宅医療を推進しているが，その大き

な目的は医療費削減であり，HHDの診療報酬上の評
価もその文脈で考えなければならない．決して透析関
係者が考えるような，頻回長時間透析も可能な質の高
い透析であるという認識を，厚生労働省が持って HHD

の診療報酬の増点をしたのではない．あくまで HHD

は人件費などの固定費を要さない安価な透析医療とい
う位置づけなのである．
平成 20年 12月 26日付け保険局医療課長通知の中
で，在宅血液透析を行っている患者の定義が，在宅血
液透析指導管理料を算定している患者に加え，介護老
人保健施設，特別養護老人ホームに入所中の透析患者
を含めて定められた．HHDの自己管理ができる透析
患者がいる可能性は低いこのような施設を HHDの対
象とする，という通知には，我々が元来 HHDの対象
でないと考えてきた患者も，今後は安価な透析である
HHDでカバーしようという意図がある，とみるのが
自然だろう．
さらに治療の責任の所在という観点で考えた時にこ
れは大きな問題を有している．なぜなら，患者に透析
治療に関する自己管理能力がない，つまり治療に責任
を負う能力がなくても，医師は患者の透析治療の現場
にいなくていい，ということを認めることになるから
である．透析の専門家である我々がそれを諾とする，
というスタンスをとるならば，厚生労働省は喜んでそ
れを追認するだろう．そのほうが医療費は安くなるか
らである．そうなれば，診療報酬で既存の施設透析か
ら，より安価な非自己管理型在宅血液透析への強力な
誘導がなされる可能性は低くはない．最悪のシナリオ
は，この非自己管理型在宅血液透析への倫理観の低い
営利企業の参入である．ただでさえ質よりアクセスで
透析施設が選ばれがちな状況がある中で，透析に知識
も関心もない名ばかりの管理医師が，名目上の HHD

の主治医を務めるような施設が乱立するような事態に
なれば，透析医の存在意義さえ否定されることにもな
りかねない．
この在宅血液透析を巡る一連の動きは，透析医療の
質に医師がどのように寄与し，今後どのように関わる
べきなのかを我々に突きつけている．一方で，透析医
療は深刻な医師の人材難があり，今のシステムをその
ままの形で維持することが難しくなっているのも事実
である．それらも含めた種々の状況により，非自己管
理型在宅血液透析が必要であると判断するのであれば，
単に必要に迫られてなし崩しに対応するのではなく，
透析医療における医師，他職種それぞれの役割をしっ
かり論じたうえで，我々のほうから，新しい HHDの
あり方を行政に提案するのでなければならない．具体
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的には，透析専門医の関与の必須化，医師不在の施設
における責任スタッフの資格認定，医療内容の情報公
開などが考えられるだろう．
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要　旨

透析患者の高齢化の進行を背景に，ADLが低下し
通院困難となる透析患者が増加している．通院困難と
なった透析患者を，今まで我が国では医療機関への長
期入院という形で支えてきたが，現在の入院医療機関
の機能分化を進める政策のもと，長期入院を許容する
ことが困難となりつつある．
国は地域包括ケア体制を構築することで，高齢化が
進行する我が国の医療・介護を支える方針だが，週 3

回の通院が不可欠な透析は，在宅におけるかかりつけ
医の往診を基本とした医療提供体制では治療が成立し
ないため，通院困難な透析患者への対応方針は依然示
されておらず，さまざまな模索が続いている．

はじめに

透析患者の高齢化の進行に伴い，ADLが低下し通
院困難となる透析患者が増加している．そのような状
況の中で，国は医療提供体制の改革の一環として，
2014年改定において，すべての一般病床における特
定除外制度の廃止を決定した．特定除外制度とは，通
常の入院の場合，一般病棟に 90日を超えて入院する
と，ペナルティーとして特定入院料という低額の包括
点数にならざるをえないところ，厚生労働大臣が別に
定めた状態の患者は，病棟の平均在院日数の計算から
外されるとともに，出来高請求を継続できるという特
例で，従来，透析患者は特定除外項目の⑩として，特

定入院料の除外として取り扱われてきた．これにより，
多くの医療機関は通院困難となった透析患者を入院さ
せ対応してきたが，2012年改定および今回の 2014年
改定において，この特例がすべて廃止されることとな
った．
国は地域包括ケア体制を構築することで，高齢化が
進行する我が国の医療・介護を支える方針だが，週 3

回の通院が不可欠な透析は，在宅におけるかかりつけ
医の往診を基本とした医療提供体制では治療が成立し
ない．また，介護系施設への入所も透析患者はさまざ
まな要因により困難な状況となっており，その中で行
われた今回の改革により，通院困難透析難民の発生を
危惧する声が上がっている．
本稿では，現在の通院困難となった透析患者の状況
と，各種受け皿の状況，特定除外制度廃止による影響
等につき概説する．

1　透析患者の高齢化の進行と要介護透析患者の増加

透析患者の高齢化が進んでいる．2013年末の日本
透析医学会統計調査によると，透析患者の平均年齢は
67.2歳，平均導入年齢は 68.7歳と高齢化が一段と進
んでいることが示された．平均導入年齢は 68.7歳で
はあるが，そのピークは男性では 70歳から 80歳，女
性では 75歳から 85歳となっており，導入後，維持透
析施設に紹介されてくる患者層は導入平均年齢以上に
高齢である．その結果，2013年末の段階で 65歳以上
の患者割合は 61.8％，75歳以上の後期高齢者患者割
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合は 30.3％となっている．
日本透析医学会の予測1）によると，今後も透析患者

全体に占める 75歳以上の割合は増加していくとされ
ており，それにより ADLの低下した患者数も着実に
増加していくことが予想されている．
統計調査の 2010年度末データでは，患者の ADLに
関して調査されており，「終日就床」は透析患者全体
の 5.6％，「50％以上就床」は 7.1％となっている．
「終日就床」は，ほぼ通院透析が困難で入院や施設入
所が必要な ADL，「50％以上就床」を通院に送迎含め
介助が必要な ADLと考えると，2010年時点で，約 1.6

万人が入院や入所が必要，約 2.1万人が通院に送迎含
め介助が必要ということとなる．これについてはその
年の調査では，入院が 8.2％，入所が 2.0％となって
おり，ほぼその推定が正しいことを裏付けるデータと
なっている．
今後，要介護透析患者がどれくらい増加するかに関
しては，増加することは予測されるものの，どれくら
い増加するかに関しての予測は出されていない．ただ，
同年の調査では，年齢階層ごとの認知症の割合や，年
齢層ごとの「認知症ある・なし」別の ADL比率が示
されている．この数字と今後の日本全体の透析患者の
年齢分布予測，および透析患者数予測から試算したと
ころ，2010年時点で「入院・入所が必要な ADL」の
患者が約 1.6万人だったものが，2025年には約 2.6万
人へと約 1万人増加，「通院に介助が必要な ADL」の
患者が約 2.1万人だったものが約 3.3万人と約 1.2万
人増加することとなる．
今後，高齢者人口がピークを迎える 2025年までに

は，われわれは透析患者の高齢化に伴い，これらの患
者への対応が求められていくこととなる．

2　通院困難となった透析患者の受入れ先

以前から，患者の高齢化が進行する中，通院困難と
なった透析患者への対応に関しては，多くの透析医療
施設が対応に苦慮してきた．2005年に日本透析医会
が行った調査2）では，紹介先がなく苦慮しているとの
施設は 37％であった．しかし，その後も状況は悪化
し，2012年に日本透析医会が実施した「透析患者の
高齢化による問題点と将来予測についてのアンケート
調査」ではより深刻な状態が浮き彫りになった3）．通
院困難となった透析患者の入院に関しては「問題な

し」との回答は 26％のみであり，「時々困難」，「常に
困難」がそれぞれ 57％，18％と合計で 7割を超える
施設が対応に苦慮していると回答している．本調査で
は，介護保険施設への入所や，有料老人ホームへの入
居に関する状況に関しても同様の質問をしているが，
介護保険施設への入所では「時々困難」48％，「常に
困難」43％，老人ホーム等への入居に関しては「時々
困難」50％，「常に困難」42％と，施設への入所，入
居が ADL低下透析患者の受け入れ先としては，ほと
んど機能していない実情を反映した厳しい回答となっ
ている．
本来，ADLの低下した患者の主な受け入れ先にな
るべき介護保険施設は，以下の理由から受け入れが困
難と言われている．
介護老人福祉施設（特養）では，医療ニーズの高い
患者を受け入れることができる人的配置基準になって
おらず，症状の不安定な透析患者は入所が認められな
いことが多い．また，週 3回の通院のため透析施設へ
の送迎を行う必要があるが，施設職員に余裕がないた
め通院介助を行う施設はほとんどなく，透析患者の入
所は事実上不可能となっている．
介護老人保健施設（老健）は，介護老人福祉施設と
比較すれば医師も配置されており，夜勤帯にも看護師
が配置されるなど，より医療提供能力は高い．しかし，
医療依存度が比較的高い要介護透析患者をケアするに
は十分でなく，また介護報酬・診療報酬算定上の問題
（薬剤や検査料の包括や他施設受診時の点数の減算）
も大きな障害となっている．透析施設への送迎も，施
設側が実施する必要がある点が特養と同じく障害とな
っており，その結果，現状では透析施設が設置した老
人保健施設で受け入れているところがわずかに存在す
るだけである．
また，最近，国が新しい在宅として整備を促進して
いるサービス付高齢者向け住宅（サ高住）も，患者自
己負担の問題から，透析患者の受入れはスムーズに進
んでいない．サ高住はあくまでも民間の賃貸住宅とい
う扱いであり，賃料に関しては，例え低所得だとして
も軽減される公的制度はない．そのため，自己負担が
ある程度の金額（都市部では食費や介護保険の一割負
担を含めると月 20万円近い）となるためである．
その結果，現在，通院困難となった透析患者の多く
は医療機関での長期入院をせざるをえないのが実情で
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ある．日本透析医会では，3カ月以上の長期入院患者
の実態を調査しているが4），その結果からは，全国で
1万人を超える透析患者が長期入院しており，その半
数以上は 1年以上の長期入院と推定されている．この
調査では，これらの長期入院患者の約 2/3が医療療養
病床ではなく一般病床に入院していること，また一般
病床の中では 13：1，15：1と看護基準が低く，比較
的病床数の少ない小規模医療施設が主な入院先になっ
ていることが判明している．
多くの患者が病院の一般病床に入院している理由は，
介護保険施設・サ高住などの居住系施設への入所・入
居費用の金銭問題である．多くの病院のソーシャルワ
ーカーが苦悩していることだが，病院に入院していれ
ば（特に一般病床に），現行制度上は患者の自己負担
はほとんど発生しない．しかし介護保険施設に入所す
るにせよ，また居住系施設へ入所するにせよ，世帯収
入にもよるが 10数万円の自己負担が（都市部では 20

万円近い自己負担）が発生することになり，人的体制
の手薄な介護系・居住系施設への移行がスムーズにす
すまない主因となっている．

3　現在の医療提供体制見直しの方向性と 

　腎不全医療の特殊性

そのような状況の中で，現在，厚生労働省はわが国
の入院病床の機能分化を急激に進めている．社会保障
制度の一体改革の中で，社会保障の将来像として今後
の高齢人口の増加に対応するために，病院病床の機能
分化と集約化，介護における地域包括ケア体制の構築
をめざし，2014年度の診療報酬改定においても，か
かりつけ医の育成や特定除外制度の廃止などさまざま
な診療報酬上の誘導が行われた．
現在のプランでは，病院の急性期病床を大幅に削減
し，亜急性期（回復期）病床を増やし，在宅医療体制
を大幅に拡充する計画である．また，介護施設として
特養・老健等の介護施設，特定施設やグループホーム
等の居住系施設を増設するとともに，サービス付高齢
者向け住宅（サ高住）を大幅に増やし，介護・在宅系
の施設で約 70万人分を確保し対応することとしてい
る．これらの介護・在宅系施設の増強に加え，医療と
介護の役割分担を明確化し連携を図ることで，地域で
の包括ケア体制を構築することとしている．
すなわち，現在は，長期間病院に入院している患者

が相当数存在するが，将来的には高齢患者が急増する
中，治療が必要な患者は，急性期病院での短期間での
治療後早期に退院させ，往診を中心とする在宅（居住
系施設含む）での治療に移行させる．すなわち入院か
ら在宅への移行が急激に進められることとなる．
しかし，血液透析患者に関しては，週 3回の血液透
析をなんらかの形で実施しなければならない．したが
って，どれだけ地域のかかりつけ医による在宅往診体
制を整えたところで，在宅での医療体制を確立するこ
とにはならず，全体の在宅医療とは別の問題として，
今後増え続ける要介護透析患者にどのように対応する
か，別途体制を構築する必要がある．しかし，このよ
うな特殊性をもつ患者層は，国全体から見た場合多数
ではないため，現在のところ解決策は行政から示され
ておらず，制度設計上抜け落ちた形となっている．そ
のため，どのように要介護透析患者に対応するか全国
でさまざまな模索が行われているのが実情である．

4　特定除外制度の廃止と 2014 年改定

2014年改定において，医療提供体制の見直しと機
能分化の政策のもと，特定除外制度が廃止された．特
定除外制度とは，通常の入院の場合，一般病床に 90

日を超えて入院すると，特定入院料という低額の包括
点数にならざるをえないところ，厚生労働大臣が別に
定めた状態の患者は，病棟の平均在院日数の計算から
外されるとともに，出来高請求を継続できるという特
例で，従来，透析患者は特定除外項目の⑩として，特
定入院料の除外として取り扱われてきた．この制度に
より，多くの通院困難となった透析患者が，一般病床
に長期入院することが可能であったわけであるが，今
回の特定除外制度の廃止により，いままで通院困難と
なり長期入院となっていた，一般病床における長期入
院は制度的に困難となった．
日本透析医会は，2012年 5月に，緊急に入院病床
をもつ透析施設に対し，特定除外制度廃止の方針を受
け，どのように長期入院患者問題に対応するか調査を
行った5）．その結果，多くの回答施設が長期入院患者
の他院への転院や，介護施設への入所，自宅への退院
を検討しているとの結果であり，今後，多くの患者が
制度変更による影響をうけることが予想されている．

2014年改定では，特定除外制度の廃止に関して 2014

年 9月末までの猶予措置，そしてその後 1年間の例外
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的措置が認められた．しかし制度廃止によって，透析
患者の療養に大きな問題が生じることが予想されるた
め，2014年秋に再度調査を行うこととしている．また，
2014年改定では，医療療養病床において透析患者の
受入れを促進するために，慢性維持透析加算が新設さ
れた．今後，通院困難な透析患者が大幅に増加するこ
とが予測される中，医療療養病床において，要介護透
析患者の受入れがどれくらい進むかに関しても注視し
ていく必要がある．

5　今後の政策的取り組みの必要性

現在のところ，通院困難となった透析患者に対する
対応策としてはこれといったモデルが存在しない．し
かし，要介護透析患者が急増する中，特定除外制度が
廃止されることが決定した以上，今のままでは大きな
問題が生じてくるのは確実である．早急に，要介護透
析患者の受け皿の確保になんらかの制度的対応が必要
であると考える．本来，要介護者の医療に関しては，
①居宅への往診を医療保険制度で積極的にサポートす
る，②通院が必要であれば通院介助を介護保険におい
て対応する，という二本立てで医療へのアクセスを保
証し，在宅介護を支えていく制度設計となっている．
しかし，透析は通院回数が月 13回と非常に多く，

介護保険による通院介助の自己負担が高額となること
が，介護保険による送迎が主流とならない主な理由で
ある（通院乗降介助には介護保険は適応されるが，介
護タクシー料金部分は保険適応外）．したがって，医
療保険における長期高額疾病制度のように，月の自己
負担額を一定額を上限に軽減する制度を新設すること
により，在宅生活を支えるという方法も模索されてよ
いと考える．また，介護保険施設（老健・特養）から
透析施設への送迎を介護保険によって手当し，要介護
者の入所先として機能させる工夫も一案である．

2014年診療報酬改定において，医療療養病床がよ
りスムーズに透析患者を受け入れられるように，医療

療養病床における透析患者に関して「慢性維持透析管
理加算（100点）」が新設された．しかし，絶対的に
医療療養病床で透析患者受け入れ可能な施設が不足し
ている中，透析治療不能な医療療養病床から，他の透
析医療施設へ受診した場合に実施される入院基本料の
減算の軽減なども検討していく必要があると考える．

さいごに

今後の増え続ける要介護透析患者の増加問題は，近
未来の我が国の透析医療の最大の問題となると思われ
る．現在，各透析施設で，すこしでも患者の ADLを
維持し通院を支えようという取り組みも始まっている．
また，施設入所ではなく，本来の在宅で要介護透析患
者をケアする取り組みとして，早期に通院困難となる
と考えられる腎不全患者を PDで導入し，ADL低下
時には家族介助のもと CAPDで維持するという取り
組みも行われている．今後，さまざまな現場の工夫が，
この難題を乗り切るためには必要であるととともに，
厚生労働省に透析患者の特殊性を理解していただき，
制度的な対応を求めていく必要がある．
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要　旨

日本国憲法には社会権の一つ，生存権が規定され，
これに基づき身体障害者福祉法等が制定され，身体障
害者の自立と社会経済活動への参加を促進，援助し，
必要なら保護している．身体障害者は種々のサポート
を受けることができ，医療費も助成される．身体障害
者手帳を所持する者が身体障害者とされる．身体障害
者認定のさい，審査の対象となる診断書と意見書を交
付するのが指定医であり，身体障害認定基準に従って
判定する．

1　日本国憲法に示された生存権

昭和 21年に発布された日本国憲法には，社会権の
一つ，生存権と国の社会的使命が規定されている．日
本国憲法第 3章，第 25条はよく知られた条文である，
「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」，「国はすべての生活部面について，
社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上および増進に
努めなければならない」というものである．

2　福祉 3 法，6 法，8 法

憲法第 25条現実化のため福祉関連の法律として，
昭和 22年に児童福祉法が制定された．戦災孤児等の
救済という目前の状況に対応したと推測される．昭和
24年，身体障害者福祉法が制定された．傷痍軍人へ
の対策であろう．このとき対象は視覚障害，聴覚平衡

機能障害，音声，言語，咀嚼機能障害，肢体不自由の
みで，腎臓など内部障害は含まれていない．この頃，
血清クレアチニンの測定は研究段階であった．昭和
25年に生活保護法が制定された．戦後，極貧の時代で，
結核が最も蔓延した時であり，最初の抗結核薬ストレ
プトマイシンが日本に入ってきた時で，闇市で売られ，
本物を買えた患者は助かり，偽物をつかまされたもの
は死んだ時代である．
児童福祉法，身体障害者福祉法，生活保護法は福祉

3法と言われ，日本の福祉の根幹をなす法律である．
昭和 30年代には，35年に精神薄弱者福祉法（平成 10

年知的障害者福祉法となる），38年には老人福祉法，
39年には母子寡婦福祉法が制定された．以上六つの
法律を福祉 6法という．これにより，日本の福祉に関
する法律はほとんどできあがった．平成 12年，社会
福祉法（昭和 26年の社会福祉事業法の改正），平成 18

年に高齢者の医療確保に関する法律（後期高齢者とい
う言葉が頻繁に用いられる法律）ができた．以上八つ
の法律を福祉 8法と呼んでいる．

3　戦後の福祉の動向

昭和 20年から 44年という時代は，国が憲法に基づ
き法律を整備した時代で，福祉 6法が成立した．昭和
45年から 64年に，これら法律に基づき社会福祉施設
が整備された．昭和 47年じん機能障害が身体障害者
福祉法の対象に加わった．
平成 2年から 11年は，市町村を基盤とした在宅福
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祉サービスが整備された時代である．平成 12年以降，
社会福祉法改正と介護保険法施行（平成 12年），障害
者自立支援法（平成 17年）が動き出し，対象者を地
域社会の一員と位置づけ，積極的に社会に参加できる，
参加の後押しをする，という時代になった．

4　身体障害者の定義

身体障害者とは身体障害者福祉法第 4条に定義され
ている．すなわち，①身体障害者福祉法の別表（図

1）に掲げる身体上の障害があり，②18歳以上で，③
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの，

である．

4-1　身体障害者福祉法別表

当初，別表に記載された身体上の障害とは，視覚，
聴覚平衡機能，音声，言語，咀嚼機能障害，肢体不自
由であった．その後，内部障害，心臓，じん臓，呼吸
機能障害が加わり，ついで膀胱または直腸，小腸機能，
最近になり免疫機能，肝臓機能障害が追加された．

4-2　身体障害者手帳と記載内容

身体障害者手帳（図 2）は，都道府県知事あるいは

図 1　別表にて定める身体障害者の定義

別　表（第４条，第 15条，第 16 条関係） 
身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283 号）

・　一　次に掲げる視覚障害で，永続するもの
・　一　両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい，屈折異常がある者については，矯正
　　　  視力について測つたものをいう．以下同じ．）がそれぞれ 0.1 以下のもの
・　二　一眼の視力が 0.02 以下，他眼の視力が 0.6 以下のもの
・　三　両眼の視野がそれぞれ 10度以内のもの
・　四　両眼による視野の 2分の 1以上が欠けているもの
・　二　次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で，永続するもの
・　一　両耳の聴力レベルがそれぞれ 70デシベル以上のもの
・　二　一耳の聴力レベルが 90デシベル以上，他耳の聴力レベルか 50デシベル以上のもの
・　三　両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50パーセント以下のもの
・　四　平衡機能の著しい障害
・　三　次に掲げる音声機能，言語機能又はそしやく機能の障害
・　一　音声機能，言語機能又はそしやく機能の喪失
・　二　音声機能，言語機能又はそしやく機能の著しい障害で，永続するもの
・　四　次に掲げる肢体不自由
・　一　一上肢，一下肢又は体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
・　二　一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の 2指以上をそれ
　　　  ぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
・　三　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
・　四　両下肢のすべての指を欠くもの
・　五　一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の３指以上の機能の著しい
　　　  障害で，永続するもの
・　六　1から 5までに掲げるもののほか，その程度が 1から 5までに掲げる障害の程度以上であると
　　　  認められる障害
・　五　心臓，じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で，永続し，かつ，日常生活が
　　　  著しい制限を受ける程度であると認められるもの
・　　　じん臓への適用は昭和 47年

図 2　身体障害者手帳
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政令指定都市・中核市の市長が発行する．東京都大田
区の場合，都知事が発行し，大田区池上福祉事務所長
が交付する．手帳には公布日，障害名には「＊慢性腎
不全による＊じん臓機能障害（身辺活動困難）」，身体
障害者程度等級は 1級，旅客鉄道株式会社旅客運賃減
額には第 1種と記載されている．他に第 2種がある．

5　身体障害認定基準（東京都の場合）

5-1　認定基準

身体障害者の認定基準は，法律「身体障害者福祉
法」に基づき，政令「身体障害者福祉法施行令，昭和
25年」がある．この政令に基づき，省令「身体障害
者福祉法施行令規則，昭和 25年」ができ，この省令
に基づき，東京都では「東京都身体障害者手帳に関す
る規則」ができた．この規則に沿って「東京都身体障
害者認定基準」ができ，それに基づいて身体障害者の
認定が行われている．

5-2　じん臓機能障害の障害程度等級

じん臓機能障害には 1級，3級，4級がある．概念
は以下である．

1級：じん臓の機能障害により自己の身辺の日常生

活活動が極度に制限されるもの
3級：じん臓の機能障害により家庭内での日常生活

活動が著しく制限されるもの
4級：じん臓の機能障害により社会での日常生活活

動が著しく制限されるもの
1級に該当する障害は次のいずれかに該当するもの
である．
①　内因性クレアチニンクリアランス値が 10 ml/

分未満．または血清クレアチニン濃度が 8.0 mg/

dl以上であって，かつ自己の身辺の日常生活活
動が著しく制限されるか，またはきわめて近い将
来，血液浄化を目的とした治療が必要となるもの
②　血液浄化を目的とした治療をすでに行っている
もの
③　腎移植後，抗免疫療法を必要とする期間中であ
るもの

3級に該当する障害は，内因性クレアチニンクリア
ランス値が 10 ml/分以上，20 ml/分未満，または血清
クレアチニン濃度が 5.0 mg/dl以上，8.0 mg/dl未満で
あって，家庭内でのきわめて温和な日常生活には支障
がないが，それ以上の活動は著しく制限されるか，ま
たは図 3の 3に記された臨床症状が二つ以上見られる

図 3　「じん臓の機能障害の状況及び所見」用紙

mEq/l       mg/dl 

裏付ける所見を書く

クレアチニン測定法：法律
が公布された頃 Folin Wu  
比色法．一部にアルブミン
の影響，Cr は高値となる

現在は Jaffe 法が主流，Cr
は低値

腎移植術を行った場
合は抗免疫療法の有
無を記載する 非該当

4級

3級

1級
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ものをいう．
4級に該当する障害は，内因性クレアチニンクリア

ランス値が 20 ml/分以上，30 ml/分未満，または血清
クレアチニン濃度が 3.0 mg/dl以上，5.0 mg/dl未満
であって，かつ家庭内での温和な日常生活には支障が
ないが，それ以上の活動は著しく制限されるか，また
は図 3の 3に記された臨床症状が二つ以上見られるも
のをいう．
他の機能障害と重複する場合は，個々の障害の指数
を合計して等級を決定する．

5-3　都道府県および各政令都市による違い

身体障害者福祉法は，昭和 24年の制定以来 46回改
正された．以前は国の仕事で，身体障害認定を都道府
県が肩代りして行っていたが，現在は都道府県，政令
都市の仕事に変わった．このような影響あるいは財政
事情から，都道府県，政令都市で身体障害の認定が微
妙に異なっている．

5-4　他の制度と障害の判定基準との違い

身体障害者手帳の判定は，身体機能の損傷の程度が
基準である．一方，障害年金 ･手当は稼得能力により
判定される．障害福祉サービスは介護支援の必要性で
判定され，障害者の訓練等の給付・地域生活支援事業
では，就労や地域生活への支援の必要度で判定される．

6　身体障害者手帳審査の流れ

図 4に身体障害者手帳審査の流れを示した．患者は

身体障害者福祉法第 15条により指定医を受診し，診
察を受け，診断書と意見書を交付してもらう．次に患
者はそれらを持って区，市の福祉事務所（町村の障害
福祉担当課）に行き，手帳の交付申請を行う．申請を
受けた福祉事務所は，東京の場合，都知事に手帳交付
申請を進達する．心身障害者福祉センターは問題があ
れば指定医に文書で照会し，その返事でさらに非該
当・等級等に疑義がある場合は，東京都社会福祉審議
会身体障害者福祉分科会に諮問する．審議会で審議さ
れ都知事に答申され，手帳が交付されるか，非該当か
が決まる．その決定が都知事から福祉事務所に送付さ
れ，患者に手帳が交付される．非該当の場合はその旨
報告される．
身体障害者手帳が交付されると患者は身体障害者と
なり，福祉，医療等のサービスが受けられる．手帳の
発行場所は本人の居住地を管轄する都道府県等であり，
居住地とは生活の本拠であり，住民登録地とは限らな
い．居住地を変更した場合は，新居住地を管轄する市
町村を経由して都道府県に居住地変更届けを提出する．
効力は継続する．

7　身体障害者福祉法第 15 条指定医

都道府県知事は厚生労働大臣の定めに従い，社会福
祉法第 7条に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴
き医師を指定する．指定医は患者に身体障害者診断書
と意見書を交付する．指定医の診断書に基づき審査さ
れ身体障害者手帳が交付され，あるいは非交付となる．
指定医は，診断に従事する医療機関等に変更があれば

図 4　身体障害者手帳審査の流れ
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速やかに所定の様式で知事に届出を行う（区市町村長
経由）．なお，身体障害者福祉法第 47条には偽り，そ
の他不正な手段で身体障害者手帳を受けさせた者は，
6カ月以下の懲役または 20万円以下の罰金とされて
いる．

8　じん臓の機能障害の認定：診断書・意見書

東京都の場合，用紙 1枚（図 5）で身体障害者診断
書と意見書を兼用している．
患者を氏名，生年月日，性別，住所で特定し，障害
名で別表の障害区分を特定，原因となった疾病・外傷
名，発生期日，経過，現症，検査所見，総合所見，再
認定の要否，合併症状を記載する．診断した年月日，
病院，診療所の名称，所在地，電話番号，診療担当科，
医師の姓名を記載し，押印する．この部分が診断書と
なる．
診断書の下に，身体障害者福祉法第 15条第 3項の

意見という欄がある．障害の程度は，身体障害者福祉
法別表に掲げる障害に該当する，しないを選択し，さ
らに障害程度等級についての参考意見として何級に相
当するかを記載する．診断書の内容に加え，この部分
が意見書となる．

対象となるのは，永続的にじん機能の著しい低下が
ある患者である．障害名の欄は，じん臓機能障害ある
いは慢性腎不全と記載する．障害・外傷発生年月日は
初診日でもよく，不明確な場合は推定年月日を書く．
この記載がないと障害年金の受給ができなくなる．総
合所見の欄には，障害認定に必要な事項，じん機能，
臨床症状，日常生活の制限状態などを記載する．

9　じん臓機能障害の状況および所見

じん臓機能障害の状況および所見の記入について，
図 3に示された番号と対応して説明を行う．

1のじん機能欄では，血清クレアチニン値（可能な
ら内因性クレアチニンクリアランス値）の記載は重要
である．血清クレアチニンの測定は，法律が腎機能障
害に適用された頃は Folin Wuの比色法のため，アル
ブミンの影響で血清クレアチニン値は高くなった．現
在はほとんどが Jaffe法，酵素法で低く出る．両者の
違いは 5％程である．現在のほうが腎機能がより低下
して同じ等級になる．

3の欄では，該当無しでは「無」に○を必ずつける．
Caの単位はいまなおmEq/lとなっている．4の欄で
は，現在までの治療内容で，腎移植を行った場合は抗

図 5　身体障害者診断書・意見書（東京都）
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免疫療法の有無を記載する．
5の日常生活の制限による分類の部分は，等級判定

のさい重要なところである．先述の身体障害認定基準，
じん臓機能障害の障害程度等級と基本的に同じだが，
「社会でかなりの活動できる……非該当」に相当する
部分が書き加えられている．

10　身体障害者福祉法

10-1　法の目的（第 1 条）

身体障害者福祉法（昭和 42年）は，平成 17年に成
立した障害者の日常生活および社会生活を総合的に支
援するための法律である．障害者自立支援法と相まっ
て，身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進
するため，身体障害者を援助し，必要に応じて保護し，
身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている．

10-2　身体障害者の自立への努力及び機会の確保（第 2 条）

「すべて身体障害者は，進んで障害を克服し，有す
る能力を活用することにより，社会経済活動に参加す
るよう努めなければならない．」
「すべて身体障害者は，社会を構成する一員として
社会，経済，文化その他あらゆる分野の活動に参加す
る機会を与えられるもの」
具体的には，従業員 50人以上の事業主は民間の 2.0

％以上から国地方公共団体の 2.3％以上までの割合で
障害者を雇用する義務があるとか，音楽の演奏会に車
椅子で聴きに行ける等に実現されている．

10-3　国，地方公共団体及び国民の義務（第 3 条）

「国及び地方公共団体は前条の理念が実現されるよ
う配慮し，身体障害者の自立と社会経済活動への参加
を促進するための援助と必要な保護を総合的に実施す
るよう努めなければならない．」
「国民は社会連帯の理念に基づき，身体障害者が障
害を克服し，社会経済活動に参加しようとする努力に
対し，協力するよう努めなければならない．」
具体的は，バス，地下鉄，JR，航空運賃の割引，駐
車禁止除外等に実現され，白杖の人に補助する等にみ
られる．

10-4　身体障害者へのサポート

身体障害者へのサポートを表 1に示した．身体障

害者の生活訓練，点字や手話の訓練などがある．
社会参加を促進する事業としては，公共的施設内で
売店を設置することになった場合，障害者が名乗りを
上げれば，優先的に運営が許される．たばこの小売業
を始めたいなら，財務省に申し込めば特別のことがな
い限り許可される．身体障害者が製作した物品は国，
地方公共団体が購入する等，社会経済活動への参加を
後押ししている．
施設の設置には，身体障害者福祉センター，補装具
製作施設などがある．医療保健施設として保健所と病
院，診療所がある．　

11　医療費助成

筆者が透析医療に参加した 1960年代終わり，キー
ル型ダイアライザーが使用され，全国に 20〜30程の
透析施設と 50〜200人の透析患者しかいない頃，透析
の医療費は自費か健康保険でまかなわれた．健康保険
の場合，家族は 5割負担であり，実質的に被保険者の
み透析が可能であった．被保険者でも有給休暇を使用
し，有給休暇が尽きると欠勤となり解雇された．解雇
されても継続療養という制度があり，透析を始めてか
らではなく，腎疾患の診断がついてから 5年間は保険
が適用された．当時，透析による延命期間は平均 2カ
月であったが，我々の慶應病院では 4年の延命期間で
あったので，このことが問題となっていた．障害者に
とって医療費助成はきわめて重要である．現在，日本

表 1　身体障害者へのサポート

1. 身体障害者生活訓練等事業
　　点字または手話の訓練
　　手話通訳事業
　　介助犬訓練事業，聴導犬訓練事業
2. 社会参加を促進する事業
　　盲導犬，介助犬，聴導犬使用支援
　　スポーツ活動への参加促進
　　社会，経済，文化，あらゆる分野の活動への参加促進
　　公共的施設内売店を設置
　　たばこ小売販売業
　　身体障害者が製作した物品を国，地方公共団体が購入
3. 施設の設置
　　身体障害者福祉センター
　　補装具製作施設
　　盲導犬訓練施設
　　視聴覚障害者情報提供施設
4. 医療保健施設
　　保健所
　　病院，診療所
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の透析の医療は幾重もの助成が行われ，お金がないか
ら尿毒症で死ぬということはなくなった．

11-1　各種の助成制度

透析の医療費は自費でない場合，健康保険あるいは
国民健康保険で多くの部分が支払われる．不足する部
分は特定疾病療養受療証（図 6），および東京都の場
合はマル都医療券（図 7）で支払われ，患者負担は 1

カ月 0円ないし 1万円になる．

（1）　特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証は，身体障害者手帳を健康保険
組合に提示し，手続きを行うと，有効期限のない特定
疾病療養受療証が発行される．国民健康保険では区，
市，町，村の役所で同様に発行されるが，有効期限 1

年で，更新する必要がある．特定疾病療養受療証には

認定疾病名である「人工腎臓を実施している慢性腎不
全」と自己負担限度額「1万円」あるいは「2万円」
が記載されている．この違いは収入によるもので，現
在月収 53万円未満と以上で区別されている．

（2）　マル都医療券
マル都医療券には，病名は「人工透析を必要とする

腎不全」，助成内容は「入院時の食事療養・生活療養
標準負担額を除いた自己負担相当額，但し，入院・外
来別で 1医療機関 1万円を限度」，認定条件としては
「特定疾病療養受療証も併せて提示」が示されている．

（3）　心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度「マル障」（図 8）は，

じん機能障害の場合 1級と 3級の障害者に適用される．
じん機能障害と関連しない疾患のさいに，外来では 1

図 6　特定疾病療養受療証

・健康保険の場合身体障害者手帳
を健康保険組合に提示し手続き
をおこなう、有効期限のない特
定疾病療養受療証が発行される

・国民健康保険の場合は有効期限
が 1年の更新する必要がある特
定疾病療養受療証が発行される

・健康保険証に加え特定疾病療養
受療証があると高額療養費の自
己負担限度額は収入により1万
円あるいは2万円（月収53万円
以上）となる

図 7　マル都医療券（東京都）

・健康保険と
・特定疾病療養受療証を適用

・マル都医療券は入院・外来ごとに
・１医療機関あたり月額 1万円を限度
に助成する
・（入院時の食事・生活療養標準負担額
は自己負担）

・その結果
・患者負担は　0円，あるいは
・患者（月収 53万円以上）では 1万円
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カ月の患者負担金は 12,000円が上限となり，入院で
は食事療養負担額および 44,000円が上限となるとい
う都道府県の制度である．

（4）　自立支援医療制度
自立支援医療（更生医療）制度は国の制度で，身体
障害者手帳を持つもので，じん機能障害では人工透析
療法，腎移植後の抗免疫療法に関してはそれらに伴う
医療も対象となる．原則 1割の自己負担額を控除した
残額が給付される．生活保護では全額給付される．診
療は指定自立支援医療機関（育成医療，更生医療）に
限られる．

11-2　公費負担医療の優先適用

種々の公費負担制度の適用には優先順位があり，以

下のごとく優先順位の前のほうの制度から適用されて
いく．
医療保険　＞　マル長　＞　国制度（更生医療）   
＞　マル都　＞　マル障

東京都における人工透析の一例を図 9に示す．月
40万円の医療費のうち，多くの患者は保険給付が 7割
で自己負担は 3割である．特定疾病療養受療証で自己
負担額は 1万円か 2万円（上位所得者）となり，マル
都医療券で 1万円が助成されるため，最終的に自己負
担は 0円かあるいは 1万円となる．

12　過去・将来

12-1　過　去

日本の身体障害者の福祉に関する制度は，明治 22

年の大日本帝国憲法公布の翌年，明治 23年陸軍省達

図 8　心身障害者医療費助成制度

・心身障害者（児）の保健の向上と福
祉の増進を図ることを目的
・東京都内に住む身体障害者 1級．2
級（内部障害者は 3級を含む）

一般の診療一部負担金　１ヵ月
外来：　12,000 円を上限とする
入院：　食事療養負担額及び
　　　　44,000 円を上限とする

図 9　東京都における人工透析への制度適用例
人工透析に係る医療費が外来で月 400,000円の場合．

保険給付 7割，自己負担 3割
特定疾病療養受領証適用の場合 一般所得者（高額療養費自己負担

限度額 1万円の場合）

上位所得者（高額療養費自己負担
限度額 2万円の場合）

健康保険証

280,000 円

健康保険証

280,000 円

特定疾病療養
受療証
110,000 円

特定疾病療養
受療証

100,000 円

都医療券

保険給付 390,000 円

保険給付 380,000 円

10,000 円

都医
療券
10,000
円

患者自
己負担
10,000
円

都助成

70％ 30％

70％ 30％

都助成 自己
負担
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の陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例（図 10）に見られる．
該当すべき傷痍疾病は，「（一）不具若クハ廃疾ニシ

テ起臥飲食意ノ如クナラス常ニ看護ヲ必要トスルモノ
ハ軽重ヲ酌量シテ第一項若クハ第二項トス，（二）不
具若クハ廃疾ニシテ起臥飲食意ノ如クナラサルモ常ニ
看護ヲ要セサルモノハ軽重ヲ酌量シテ第三項若クハ第
四項トス，（三）不具若クハ廃疾ニシテ自己ノ用ヲ辨
シ得ルモ営業ニ妨アルモノハ軽重ヲ酌量シテ第五項若

クハ第六項トス，（四）一眼盲シ他ノ一眼ノ視力ニ大
ナル妨アルモノハ第二項トシ一眼ノ視力ニ大ナル妨ア
ル……」とあり，現在の障害者の等級と基本的に同じ
考え方の制度である．明治 25年に改正され看護が介
護に変わり，明治 27年には日清戦争が始まっている．
この制度の対象は陸軍軍人である．時の政府が制度を
作った意図が窺える．
昭和 20年代の救護法，傷兵保護の規則も対象は軍

人であった．昭和 24年の身体障害者福祉法の対象は
障害者で，昭和 36年の児童扶養手当法における疾病
の父親の要件での対象は一般病人で，昭和 38年の老
人福祉法では対象は老人，平成 12年の介護保険法で
は 65歳以上，同じく 40〜64歳で加齢に伴う疾病で介
護が必要となったものとなった．制度の対象が陸軍軍
人から時代とともに広がっている．

12-2　将来の変化の兆し

（1）　障害区分と等級
最近，免疫の機能障害，エイズ患者が内部障害とし
て加わり，さらに昨年から肝臓機能障害，肝臓移植が
加わった．
それまでの五つの内部障害，すなわち心臓，じん臓，
呼吸，膀胱または直腸，小腸機能障害では障害区分と
して 2級はない．ところがエイズと肝臓移植では 2級
が加わった．後二者の 2級の表現は，前五者の 1級の
表現と同じであり，「自己の身辺の日常生活が極度に
制限される」である．後二者の 1級の表現は「自己の

図 10　陸軍省達 陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例（明治 23 年）

図 11　身体障害認定基準の見直し（平成 26 年 4 月 1 日施行）

将来の変化の兆し
今までの考え方：

ペースメーカー，透析，人工関節がなかりせば
日常生活にどの程度の制限があるかにより設定・・・・・・ところが最近

肢体不自由（人工関節，人工骨頭）

2014/3 まで 2014/4 から
股・膝関節　4級　　　　　　　4級，5級，7級，非該当（筋力可動域ADL）
足関節　　　5級　　　　　　　5級，6級，7級，非該当

心臓機能障害 3 年以内に再認定

ペースメーカー　1級　　　　　1級，　　　　　3級，　　　　　4級
＜ 2 METs 2～4

ベット安静 平地歩行 早歩き坂道歩行可

埋込型除細動器　1級　　　　　1級，　　　　　3級，　　　　　4級　

透析患者 1級でも元気なら　2級　3級　4級　という時代が来るのか？

4～
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身辺の日常生活が不可能」となった．今後，前五者の
1級の一部を 2級に格下げしようという意図が感じら
れる．

（2）　認定基準の見直し（図 11）
平成 26年 4月 1日より，身体障害者認定基準の一

部で見直しが行われた．心臓のペースメーカー，透析，
人工関節などでは「なかりせば」日常生活にどの程度
の制限があるかにより設定された．
ところが，肢体不自由では平成 26年 3月まで 4級

であった股・膝関節への人工関節，人工骨頭使用で，

筋力，可動域，ADLが改善することにより，4月から
は 4級，5級，7級，非該当と判定されるようになった．
足関節でも同様となった．内部障害でも，心臓のペー
スメーカーおよび埋め込み型除細動器は，平成 26年 3

月まで 1級のみであったが，4月からは 2 METs未満
（ベッド安静）はそのまま 1級，2〜4 METs（平地歩
行可能）は 3級，4 METs以上（早歩き，坂道歩行が
できる）場合は 4級と基準が変更された．3年以内に
再認定されることになっている．透析患者でも元気な
ら 2級，3級，4級という時代が来るのかもしれない．
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要　旨

透析患者の認知症の原因やこれと類縁の病態につい
ては，これまでよりも詳しく知られるようになった．
一方，その治療とケアについては今も大きな進歩はみ
られない．透析患者の認知症の原因には，共通の危険
因子，腎性の危険因子，透析に関係する危険因子など
があり，これが複合的に作用して認知症が発病する．
このために有病率も上昇する．認知症類縁の病態には，
軽度認知機能障害，健忘障害，うつ病性仮性認知症な
どがあり，早期の治療が必要である．認知症の治療と
ケアには，薬物療法，非薬物療法，社会的支援をさら
に充実させること，家族ケアなどがあるが，非薬物療
法と社会的支援の充実が中心となる．

はじめに

透析患者に生じる認知症の理解および治療とケアは，
現在の透析医療における大きな問題の一つである．透
析患者の認知症の原因やこれと類縁の病態については，
これまでよりも詳しく知られるようになった．一方，
その治療とケアについては今も大きな進歩はみられな
い．このような透析患者の認知症の理解，高齢者およ
び高齢透析患者の心理，これらを踏まえた治療とケア
に関する最近の知見について述べる．

1　透析患者における認知症

透析患者における認知症の有病率は，一般人口調査

の結果に比較して高く，約 3倍に達する1）．この高い
有病率はなぜ生じるのだろうか．この問題について，
現在は次のように考えられている2）（図 1）．すなわち，
透析患者の認知症の危険因子には，
①　共通の危険因子（高齢，糖尿病，高脂血症，高
血圧など．脳ばかりではなく腎にも悪影響を与え
るという意味で共通と呼ばれている）
②　腎性の危険因子（尿毒症，貧血，低ナトリウム
血症など）
③　透析に関係する危険因子（透析中の血圧低下，
脳浮腫など）

の三つがある．このうち，①と②は脳血管障害と神経
細胞の変性を助長し，血管性認知症とアルツハイマー
型認知症両方の発病や進行を促進する．また，②と③
は神経細胞に直接的な損傷を与え，これも認知症の原
因となる．このように，透析患者における認知症は複
数の因子が総合的に作用した結果であり2），そのため
に有病率も上昇するのであろう．
認知症の症状は，中核症状（記憶障害，思考・判断
能力の低下）と周辺症状に分けられる．周辺症状には
多様な症状が含まれるが，発動性低下（意欲低下より
も広い概念であり，心身の活力の全体的低下を意味す
る）と抑制低下（感情と行動をコントロールする能力
の低下）が中心である．そのほかに，主に思考・判断
能力の低下によって周囲の出来事や事情を曲解し，妄
想などの狭義の精神病症状が生じることもある．

透析医療における Current Topics 2014（東京開催）

透析患者の認知症
――　最近の知見　――

堀川直史　
埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック

key words：リエゾン精神医学，サイコネフロロジー，高齢透析患者，認知症，うつ病

Dementia in hemodialysis patients : recent findings
Mental Clinic, Saitama Medical Center
Naofumi Horikawa
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2　認知症に類縁の病態

認知症には類縁の病態がある．ここでは，「軽度認
知機能障害（mild cognitive impairment）」と「健忘障
害（amnestic disorder）」（いずれも DSM-IV，The Di-

agnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

（4th Ed.）による）について，主に認知症との関係を
述べる．
軽度認知機能障害は，認知症の中核症状と周辺症状
はみられるが，いずれも軽度で日常生活に対する影響
がほとんどない場合である．また，健忘障害は，認知
症の症状のうち，記憶障害（主に記銘力の低下）と見
当識障害はあるが，明らかな思考・判断能力の低下が
みられないものをいう．この二つはいずれも認知症の
軽症型であり，次第に悪化して認知症に移行すること
が多い．したがって，早期に認知症としての治療（こ
の場合は，主に認知症治療薬の使用）を開始すること
が望ましい．
軽度認知機能障害も健忘障害も一般的には日常生活
に対する影響は小さい．しかし，透析患者の場合そう
はいえない．透析を受けながら生きるという生活は通
常の日常生活と異なっている．特に問題になることは，
軽度認知機能障害であっても健忘障害であっても，患
者のセルフケアが乱れ，治療ノンアドヒアランスが生
じやすいこと，および特に透析開始前後に問題になる
が，透析への「適応」注）が円滑に進行しない場合があ
ることなどであろう．

注）　「適応」という言葉であるが，①患者が新しい生活に
対するなんらかの対処方法をもっていること，②比較的
楽な気持ちでいられること，③なんらかの活動が再開さ
れること，と規定されている3）．筆者の意見であるが，
適応という言葉は，透析を「受け入れる」「受容する」
というよりも患者の心理をより適切に表現しているよう
に思われる．

3　高齢透析患者のうつ病

うつ病は比較的頻繁にみられ4），高齢患者では認知
症との鑑別が問題になることがある．この場合の「う
つ病」であるが，症状とその短期経過からなる診断基
準によって診断される．すなわち，原因に関する判断
を含んでいないので，正確にはうつ病という病気では
なく，この基準によって規定された抑うつ症候群を診
断していることになる．表 1に，典型的な症状のそろ
った「大うつ病」の診断基準（DSM-IV）を示した．
このようなうつ病は，さまざまなストレスと「個人
的要因」が重なり合って生じると考えられている．こ
のうち，個人的要因では，①うつ病は女性に多い，②
うつ病にかかりやすい「性格特徴」があるかもしれな
い，③うつ病にかかりやすい「体質的・遺伝的素因」
もあるかもしれないなどといわれているが，②と③に
ついては今も明確な所見が得られていない．
透析患者のうつ病は，透析開始前後と，維持透析期
に新たなストレスが加わったときに多く生じる5）．こ
のときのストレス因子（表 2）は，
①　腎不全の原疾患の悪化や透析の合併症の出現な

図 1　透析患者の認知症の発病に関わる因子
　　　　　　　　　　　　   （文献 2に基づいて作成）

共通の危険因子
・高齢
・糖尿病と高脂血症
・高血圧，など

透析に関係する危険因子
・透析中の血圧低下
・脳浮腫
・血液粘稠度の上昇，など

腎性の危険因子
・尿毒症
・貧血
・低ナトリウム血症
・血管の石灰化
・炎症，など

・脳血管障害
・神経変性疾患

認知症

・神経細胞の直接損傷
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どの腎不全・透析に関係するもの
②　患者の生活において生じるストレス因子
に分けられる．①が特に高齢透析患者に起こりやすい
ことはいうまでもない．②のストレス因子も高齢期に
は頻繁に生じる．代表的なものは喪失体験である．透
析患者はそれまでにも多くの喪失を体験しているが，
高齢透析患者では，（a）透析そのものとセルフケアの
苦痛に加えて，（b）社会と家庭における役割がさらに
縮小し，（c）死を差し迫った恐怖として感じる患者も
いる（将来における喪失を恐れ悲しむことを「予期的
喪失反応」「予期的悲哀」などという）．そして，（d）
高齢透析患者は，家族，知人，さらに長い間ともに闘
病生活を送ってきたほかの患者などの死に出会うこと
が多い．
以上，うつ病の記載が長くなったが，高齢者のうつ
病では抑うつ症状に認知機能の低下が加わって認知症
との区別が難しくなる場合がある．この状態を「うつ
病性仮性認知症」という．うつ病性仮性認知症はうつ
病の治療によって回復可能であり，両者の鑑別は重要
である．この鑑別の要点を表 3にまとめた．

4　高齢者の心理・高齢透析患者の心理

透析患者の認知症の治療とケアを述べる前に，前提
となる知識の一つとして一般的な高齢者の心理，高齢
透析患者の心理について簡単に触れておきたい．

4-1　高齢者の心理

老年心理学・老年精神医学では，高齢者の心理につ
いて多くの研究があり，それに基づくさまざまなモデ
ルも提唱されている．その中で，社会・家庭での役割

表 1　「大うつ病エピソード」の診断基準

1. 抑うつ気分（ほとんど 1日中）
2. 興味の喪失（ほとんどすべてに興味がない）
3. 食欲低下，体重減少
4. 不眠
5. 精神運動制止（外からみて元気がない），焦燥（外からみて
落ち着かない）

6. 易疲労，気力の減退
7. 無価値感，罪責感
8. 集中力・決断力の低下
9. 自殺念慮，自殺企図

1または 2を含む 5つ以上の症状が 2週間以上持続→大うつ病
エピソード

DSM-IVの記載を一部省略．

表 2　維持透析期におけるストレス因子

①腎不全の原疾患の悪化や透析の合併症の出現など
②患者の生活において生じるストレス因子
　（a）透析とセルフケアの苦痛
　（b）社会と家庭における役割がさらに縮小する
　（c）死を差し迫った恐怖として感じる患者もいる
　（d）家族，知人，ほかの患者などの死に出会う

表 3　うつ病性仮性認知症と認知症の鑑別点

うつ病性仮性認知症 認知症

抑うつ気分 あり まれ

自律神経失調症状 あり まれ

妄想がある場合，そ
の内容

心気妄想，貧困妄想，
罪業妄想

物取られ妄想，嫉妬
妄想

抑うつ症状と認知症
の時間的関係

抑うつが先行 不定

うつ病の既往 あることが多い まれ

抗うつ薬の効果 あることが多い 不明確

特に重要と思われることに下線．

表 4　社会・家庭での役割が縮小したあとの高齢者の心理

類　型 自分と自分の過去・
現在についての見方

関心・注意がどこに
（何に）向かっているか 社会参加 現在の人間関係

円熟型 肯定的に評価 将来 積極的 よい人間関係を作ろうと
努力し，満足もしている

ロッキングチェ
アー型

（記載なし） 他人に依存して受け身・
消極的

他人に依存して受け身・
消極的

他人に依存して受け身・
消極的

自己防衛型 （記載なし） いつまでも仕事をしよう
とする

いつまでも仕事をしよう
とする

（記載なし）

外罰型 過去の失敗に固執し，そ
れを他人のせいにする

（過去） （少ない） 他人に敵意をもち，攻撃
的にもなる

内罰型 過去の失敗に固執し，自
分を責める

（過去） （少ない） 孤立

文献 6に基づいて作成．（　）は筆者が追記．
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が縮小したあとの高齢者の心理に関する代表的なモデ
ル6）を表 4に示す．また，世間でしばしば高齢者に特
徴的といわれる心理傾向があるが6）（表 5），これらの
大部分は実証されたものではない6）．

4-2　高齢透析患者の心理

高齢透析患者の心理に関する精密な方法による研究
は，今回筆者が検索した限り，発見することができな
かった．しかし，前項の表 4の記載は，高齢透析患者
にもあてはまる部分が多い．なお，表 4は社会・家庭
での役割が縮小した高齢者に関するモデルであり，透
析を続けるという重要な役割をもつ高齢透析患者は正
確にいうとこのモデルの対象外であるが，このモデル
を知っていることによって高齢透析患者の心理の理解
が深まるように思われる．
長い間透析を受け，現在も仕方のないものとして透
析を続け，死が訪れるまでこの生活を続けると述べる
患者は多い．このような患者は，話を聞くと，表 4の
「円熟型」と同じように，過去と現在の自分を肯定的
に評価し，虚勢を張っているのではなく，将来の死に
対する恐怖も比較的軽いように思われる．透析に耐え
続けてきたことが理由の一つになって，自分の生き方
についての自信や死生観が確立されたということがで
きるかもしれない．
一方，主に透析開始前後の時期に透析をしてまで生
きたくないと述べる高齢患者も稀ではない7）．しかし，
この場合もよく話を聞くと，腎不全・透析を加齢など
に伴う変化ととらえ7），これも運命と考えて状況に適
応しようとしていることが多いように思われる．

5　透析患者の認知症の治療とケア

この場合にも透析患者の一般的な心理的治療とケア

（表 6）が基本になる．これについては筆者も何回か
述べる機会8, 9）があったので，参照していただければ
幸いである．本稿では要点のみを記載する．

5-1　身体的な治療とケア

精神症状の種類を問わず，心理的治療とケアの出発
点は同じである．まず行うことは，日常的な身体的な
治療とケアを丁寧に行うことであり（表 6の 1〜4），
これはそのまま重要な心理的ケアになる．すなわち，
身体的な状態がよくなれば，それに伴って患者の心理
も改善することが多い．また，このような丁寧な身体
的治療とケアによって，少なくとも一部の患者は，自
分がこの病院で医療者に尊重されていると感じること
もできる．

5-2　共感および指導・教育の工夫

前述の身体的な治療とケアに加えて重要なことは，
「理解に基づく共感」と「指導」「教育」の工夫である
（表 6）．

（1）　理解に基づく共感：患者の気持ちは 

患者にしかわからない
共感は通常「感情的共感」であり，「相手の気持ち

を自分の気持ちのように感じること」を意味する．し

表 5　世間で高齢者の心理的特徴といわれること，
　　　　　　　　 およびそれに関する実証的研究の結果

研究結果のまとめ

慎　重 実証されない．または適応的な変化とみる
心気傾向 長寿とともに過去のものになりつつある
自己中心的 実証されない
依存的 実証されない
変化への適応が困難 実証されない
考え方が保守的 実証されない
がんこ，独善的 認知機能低下の結果と考えられる

文献 6に基づいて作成．

表 6　透析患者の心理的治療とケア

1. できるだけよい身体的状態を作り，保つ
2. 身体的自覚症状の緩和
3. ていねいな身体的ケア
4. 喪失を最小限にする工夫
5. 社会的支援の充実と家族ケア
6.「理解に基づく共感」
7.「指導」「教育」の工夫：ペイシャントエンパワーメント
8. 向精神薬の使用
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かし，われわれと患者は別の人間であり，感情的共感
を正確に行うことは不可能である．われわれが実際に
できることは，患者の話を聞くことに集中し，わから
ないときは患者に質問して，患者の症状，苦痛，医療
に対するニーズなどをできるだけよく理解することで
ある．われわれが「なるほど，この人はそういうこと
が言いたかったのか」と思うときがあるが，これがこ
こで述べる患者の心理の理解である．このときには，
患者も自分の言いたいことの少なくとも一部はこの医
療者に通じたと感じることが多い．実際に，「先生，
わかった」と尋ねる患者もいる．このようにして，次
第に協力的な治療関係が生じるのであろう．「認知的
共感（理解しあうこと）」という言葉もあるが，筆者
はこのようにして生じる協力的な治療関係を「理解に
基づく共感」と呼んでいる．

（2）　「指導」「教育」の工夫：ペイシャント 

エンパワーメント
透析では，指導，教育が重視される．しかし，特に
患者のセルフケアは生活の大きな変更であり，実行す
ることは難しい．特に，患者がそのつもりにならなけ
れば，なにも変わらない．このときの工夫がペイシャ
ントエンパワーメントである．ペイシャントエンパワ
ーメントは患者を元気づけることなどではない．この
ときの「パワー」は「患者の自己決定」あるいは「自
己決定権」であり，ペイシャントエンパワーメントは
患者の自己決定を促し，それを尊重するという考え方
であり，そのための具体的な方法を含んでいる．
ペイシャントエンパワーメントでは，医療者は，患
者を「指導」「教育」しようと思う必要はない．医療
者がまず行うことは「情報提供の工夫」である．個々
の患者について，特に重要な情報は何か，それをどの

ような方法で伝えると効果的かなどを考える．そのう
えで，「患者が実際にまずできることは何か」を話し
合い，患者が自分のアイデアを述べるのを待ち，この
アイデアについて「具体的に相談」する．最初は「ご
く小さな生活の変更」でよい．このような話し合いを
通して，患者は生活を少しずつ変更し，セルフケアレ
ベルが次第に上昇していく（狭義の効果）．
ペイシャントエンパワーメントによって期待される
効果は，上述のセルフケアレベルの上昇だけではない．
医療者と患者との話し合いおよび患者の自己決定に伴
って，さらにいくつかの効果が期待される（広義の効
果）10）．これらを図 2に示した．特にこの広義の効果
は，認知症であっても，それが比較的軽症であれば有
用である．

（3）　向精神薬の使用11）

以上に加えて，向精神薬が使用されることもある
（表 6）．透析患者についてある程度の効果があるとお
おむね確認された向精神薬は，うつ病に対する抗うつ
薬（一般には，選択的セロトニン再取り込み阻害薬が
用いられる）の効果のみである．そのほかに，抗不安
薬と睡眠薬も不安および不眠に有効であろう．ただし，
抗不安薬と睡眠薬には依存性や認知機能の低下などの
副作用があり，可能であれば常用量下限の一時的な使
用にとどめることが望ましい．
認知症そのものに対する薬物療法であるが，一般に
中核症状と周辺症状の両方にコリンエステラーゼ阻害
薬や NMDA受容体拮抗薬などの認知症治療薬が有効
であることが確認されている．しかし，その効果は限
定的で，明確な臨床的効果がみられることは少ない．

図 2　ペイシャントエンパワーメントの効果
（文献 10に基づいて作成．直接的な効果と思われるものに下線）
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5-3　高齢透析患者の場合に注意すべきこと

高齢透析患者の場合も行うことは同じである（表
6）．注意すべきことは，相手が高齢者で，よく理解で
きないだろう，ある程度手を抜いても許されるだろう
などと考えること，反対に高齢者なので特に丁寧にと
考えて，馬鹿丁寧あるいは慇懃無礼な態度をとってし
まうことなどであろう．
また，認知機能が軽度に低下している場合（上述の
軽度認知機能障害，健忘障害などの場合など）には，
情報提供の方法をさらに工夫し，家族がどのように協
力できるかについても患者，家族と話し合うことがと
りわけ重要になる．さらに，家族の負担は大きいので，
以下に述べる認知症の場合と同様，社会的支援の利用
をさらに充実させることや家族ケアも考えるべきであ
ろう．

5-4　認知症の場合に追加して行うこと

明確な認知症がある場合には，表 6の一般的な心理
的治療とケアに加えて，①認知症の薬物療法，②非薬
物療法，③社会的支援をさらに充実させること，④家
族ケアなどが行われる1）（表 7）．このうち，認知症の
薬物療法で透析患者にも使用可能な認知症治療薬はコ
リンエステラーゼ阻害薬のガランタミンとドネペジル
であるが11），上述のように薬物療法の効果に大きな期
待をかけることはできない．したがって，認知症の治
療とケアでは，非薬物療法と社会的支援の充実が中心
になる1）．
表 7の②認知症の非薬物療法には以下のようなもの
がある．（a）よい感情的交流を保ち（このときに，表
6の一般的な治療とケア，一般的な高齢者や高齢透析
患者の心理の理解が役立つ），（b）無用の刺激を避け
ることの二つは，非薬物療法の基本である．そのほか

に，（c）ライフレビュー・セラピーは，患者のこれま
での生活の中で特に充実していた時期について聞き，
話し合うことである．このような話し合いの中で患者
の感情が活発になり，現実認識が多少なりと改善して，
周辺症状が軽減する場合もある．（d）視力や聴力の
補正は，適切な眼鏡や補聴器の使用，印刷物などに大
きな活字を使うことなどである．これらは直接に患者
の現実認識を改善しようとする治療であり，このとき
も周辺症状が軽減する場合がある．（e）リアリティ・
オリエンテーション（患者を傷つけないように注意し
ながら，現在の状況を丁寧に説明すること）も同じよ
うな意味をもっている．（f）行動療法は，問題となる
行動を別の行動に置き換えようとする治療であるが，
透析の日常臨床でこれを行うことはかなり難しい．

おわりに

以上に述べたような治療とケアを行うときには，
個々の患者との話し合いや丁寧な観察が求められる．
しかし，大勢の患者にこれを行うことは不可能であろ
う．提案したいことは，まず 1人あるいは数人の患者
を選び，その医療機関の職員全員が関わるプロジェク
トとしてこのような治療とケアを行ってみることであ
る．最初は，なんらかの効果が期待できる中等度の認
知症の患者を選ぶとよいであろう．このようにして少
しでもよい方向への変化がみられれば，それを次の患
者に生かすことができる．また，医療者もある程度の
自信をもつようになり，認知症に関する苦手意識が軽
くなるかもしれない．いずれにせよ，透析患者の認知
症の治療とケアは現在と今後の大きな課題の一つであ
る．
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要　旨

透析を含めてあらゆる治療を受けるか否かは，一定
の条件下で患者本人の意思（自己決定）に従うことが
現代医療では要求されている．究極の自己決定は生命
維持に直接つながる治療の非開始または継続中止，す
なわち死の選択であるが，私ども医療者はこうした事
態にどのように対処すべきなのであろうか．治療の見
合わせ（非開始や継続中止）が容認される倫理的な要
件はなんであろうか．本論はこの問題を論じ，この度
公示された日本透析医学会の「提言」を概説するもの
である．

はじめに

維持透析を受けている患者，ならびに新たに受けよ
うとする患者の高齢化が著しい．2013年の新規透析
導入患者で最も頻度が高い年齢層は男女ともに 75〜

80歳であった（表 1）1）．透析への新規導入患者の高
齢化は腎機能低下だけではなく，その他の臓器機能障
害を種々の程度に合併していることが一般的である．
したがって，当該患者を透析に導入するか否か，継続
するか否かに関しては，高齢患者ではことに，慎重か
つ厳密な患者・家族・医療者間での透析療法の得失に
ついての協議が必要となる．透析療法はこれまで末期
慢性腎不全患者にとって大きな福音であったが，患者
背景の変貌を主因に「腎不全 即 透析」と短絡できな
い状況になったことを認識したい．

1　人の死

図 1にその概要を示したが，現代人に厳密な意味で
の「自然死」はありえない．死線期に過剰な医療手段
（胃瘻・人工呼吸器・透析・IVHなど）が回避された
状況を，一般的に自然死と呼ぶようである．死にいく
こと（dying）にはなんらかの苦痛・苦悩が伴うと想

透析医療における Current Topics 2014（東京開催）

透析の見合わせ（非開始と継続中止）に対する一考察
――　日本透析医学会による「提言」公示を受けて　――

大平整爾　
札幌北クリニック

key words：透析の見合わせ（非開始，継続中止），命の捉え方，自己決定（権），自殺幇助，尊厳死

A personal consideration upon “Proposal for Shared Decision-Making Process regarding with initiation and continuation of maintenance hemo-
dialysis” noticed by the Japanese Society of Dialysis Therapy
Sapporo Kita Clinic
Seiji Ohira

表 1　維持透析患者の高齢化

全透析患者の平均年齢 67歳（2013） 61歳（2000） 48歳（1983）
その年度の導入患者の平均年齢 69歳（2013） 64歳（2000） 52歳（1983）
最も割合の高い導入年齢層 男性：75〜80歳（16％）　　女性：75〜80歳（17％）
最高頻度の原疾患 糖尿病性腎不全（主要臓器血管に障害あり）
認知症出現率（2009年末現在） 60〜75歳（男 6.5％，女 7.7％），75〜90歳（20.5％，28.1％），

90歳以上（男 38.4％，女 47.8％）
（加齢による明らかな増加）

　注記）合併症を有し，ADL & QOLの低い高齢者の透析導入が圧倒的に多い現状にある．
　　　　透析療法がこれら患者に有益性をもたらすか？

日本透析医学会統計調査資料（2013年 12月 31日現在）より作成．
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像され，ひとは安楽な死を強く願う．消極的安楽死は，
安楽死という文言を一般的に忌むこともあって，尊厳
死とも呼ばれる．
日本の現状で問題視されているのはこの尊厳死であ
り，次のように定義できる．「一定の重篤な病態に陥
った場合，患者の意向または代理人の判断で，以降の
積極的延命措置を低減または中止する．」これにより，
疾患に「自然経過」を辿らせる．間接的安楽死も積極
的安楽死も共に尊厳を失わない死を願うという意味で
は，尊厳死だと言える．積極的安楽死を法的に容認す
る国は少数派であり，日本ではその論議に拒絶反応を

示す人が少なくない．しかし，賛否はともかく，論議
自体はいずれわが国においても必要になると個人的に
は考える．

2　治療の開始

治療は，医療側から患者への適正な説明が行われ質
疑応答の末，それによって患者が受ける恩恵が，与え
られる苦痛や負担を凌駕していると患者本人が判断・
決意した場合に初めて開始される．これが，今日，現
代社会を律する「自己決定」の原理である．ただし，
問題が重大化すればするほど人は己だけでは決断を下

自然死

なし
人為的介入
人為的意図

アメリカ，フランス（法制化）
日本では倫理的には容認されている

極度の苦痛除去のためには，生命の危険があっても
麻薬投与を躊躇しない

オランダ，ベルギー，
ルクセンブルグ
一部のアメリカの州
（法制化）

註）医師による自殺幇助
　　（PAS）：経口致死薬

極度の苦痛を除去するために、医師が致死量の薬
物を患者に投与し意図的に死を迎えさせる 
身体的な苦痛 ＆ 精神的な苦悩
における死の選択

あり
日本尊厳死協会

安楽死

消極的安楽死 尊厳死

間接的安楽死

積極的安楽死

人
の
死

図 1　人の死

図 2　生命の捉え方

生命の捉え方

生命の尊重 日本現行法の基本的立場

生命の継続と終焉は
自己決定できる

生命の質を重視
Quality of Life : QOL

理性的存在の自立性を
尊重（人格中心主義）

状況により代理判断が
容認される

かつて「人格」であった
時点の意思を尊重する

意思を持ち得ない人
（精神障害者？）

全ての生命は
あくまでも尊重されるべきもの

人間の存在（生命）は人間を
超越した存在に由来する

神から与えられた生命を人間が
正当な理由なく奪うべきではない

全ての人間に等しく治療を与える

介入の範囲をどう定めるか

医療資源分配の公平さ（正義）
終末期患者

生命の神聖性
Sanctity of Life : SOL



透析の見合わせ 365

せなくなる．そのため，患者・家族・医療スタッフな
どで話し合う「共同の意思決定」というプロセスが必
要となる．
自己単独であれ共同であれ，判断の基盤となるのが
個々人の「命の捉え方」である．あらゆる状態の命を
差別せず一律に尊重する「生命の神聖主義（SOL）」
に対して，命を尊重する点に相違はないが，その命を
持つ生命体がその命の質を勘案して自分の行く末を決
定するのが「生命の質重視主義（QOL）」である（図

2）．世界的な趨勢は QOLに重きを置くが，QOLと
SOLの両者は時ならずせめぎ合っている．日本の現
行法は SOLの立場をとっており，中庸な見解を取ら
なければならない医療者は，微妙な難しい立場に立た
されている．法律家の中には医療者は患者・家族の価
値観に干渉すべきではないと言い切る人もいるが，筆
者は 100％そうではありえないと感じている．むろん，
医療者である医師は，節度ある参考意見を患者や家族
に述べることにはなろう．

3　医療の有意性・無益な医療

医療は，病み人の広義の苦痛・苦悩を軽減すること
を目的とするのが通常である．しかし，患者にとって
無益な医療行為が，医療者には治療限界が存在するの
ではあるまいかと考えるのである．治療の開始が，ま
たは，治療の継続がその患者の命を永らえはするが，
その患者の命に意義を与えず唯に苦痛と苦悩とを付与
しながら，人格的な生命ではなく，生物的な生命を継
続するに過ぎない状況があることを長い臨床経験が示
唆するのである．
「医師がどこかで積極的治療から撤退することによ
り患者に自然な死を迎えさせることは，違法ではあり
えない」と私見を述べる法学者もいるが，日本の現行
法は刑法 199条（殺人罪）・202条（自殺関与・同意
殺人罪）・218条（保護責任遺棄罪）を掲げており，
治療の非開始や継続中止に関する可否判断に供する事
項を明記した条文はない．医療や司法の関係者が，し
かるべき法律のできるデータを集約し素地を作り上げ
ることが肝要であろう．当然ながら前段で述べたごと
く，あらゆる治療に関連する意思決定は原則的に患者
自身によって行われなければならない．

4　治療の非開始と継続中止

この重要で微妙な主題は，現代医療が直面するやっ
かいだが不可避の分野である．わが国では日本老年医
学会が 2012年 1月に「高齢者の終末期の医療とケア
に関する立場表明 2012」2）を公示したが，これには
「何らかの治療が患者に尊厳を損なったり苦痛を増大
させる可能性があるときには，治療の差し止めや治療
の撤退も選択肢として考慮する必要がある」と述べら
れている．終末期における治療の開始や継続中止の見
合わせを考慮する必要性を，学会として明示した点に
大きな意義を感じる．多数の高名な法律家が老年医学
会のこの見解に対して，個人的な立場から賛意を表明
している．

5　意思決定を可能にする要素

これには既述のように下記の三つが考えられる．
①　自己決定（権）
自己決定（権）を共同の意思決定というプロセスが
支えている．
②　事前指示（書）AD

まさかの事態を想定して作成する「事前指示（書）
AD」がある．厚生労働省の調査によれば，終末期医
療に意思表示することには 70％の人が賛成している
が，実際に事前指示書を作成している人はこのうちの
3.2％に止まったという（時事通信 2013年 6月 27日
配信）．このように ADの現時点での作成率は，この
領域で先進的な活動をしている少数の医療機関（長崎
の腎病院や千葉の社会保険病院など）を除けばきわめ
て低率で，患者の意向をこれに期待することは現段階
ではできかねる．
③　代理判断
既述の厚生労働省調査では，「指定した代理人によ

る代理判断を可とする」人は 62.8％であった．しか
し，厳密な意味で現行法は「医療における代理人や代
理人判断」を容認しているとは言い難い．とはいえ，
緊急事態を予想した場合，患者本人が代理人を指定し
ておく場合のほかに，それがなくて，近親者・友人・
医療者・介護者がやむなく代行せざるをえない事態も
生じており，社会的慣例として是認されることが多い．

表 2に提示したように，終末期の医療やケアで担
当医が困惑する第一の事項は，担当する患者の意向が
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延命治療に対する医師の指示

POLST

Ａ 心肺蘇生
　 を行うか否か
Ｂ 治療の種類
　 1）苦痛除去のみ
　 2）上記＋抗生剤，
　　  補液など
　 3）総ての治療
Ｃ 人工的栄養の
　 希望または拒否
Ｄ 署名
　 医師，
　 患者と代理人

図 3-1　Physician Orders for Life Sustaining Treatment

図 3-2　維持血液透析の見合わせに関する事前指示書（大平：日透医誌，23； 28-40，2008より）

表 2　担当医が「透析患者の終末期医療・ケア」で苦慮する事項

回答医師＝120名（2009年道高齢者透析研究会アンケート調査）

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

多くの問題は，当の患者の意向が明確であれば，軟着陸できる
→ 事前指示書（社会的な習慣化が望まれる）

日透医誌，25； 47-55，2010より．
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不明なことであり，意思表明や AD作成の促進が今後
大きな課題になると思われる．図 3-1，3-2，3-3は
事前指示書のひな形であり，日本でも色々な形式のも
のが使用され始めている．図 3-3は自己の意思表明を
確実にするために，公証人に保証を依頼する形式であ
り，法律的な意味で自己決定を確実に強く保証してく
れる形式であろう．

6　治療の非開始・継続中止（見合わせ）に対する 

医療者の心掛け

死に瀕している患者に親しく接し，その苦痛・苦悩
を最もよく知る立場にある私共医療者は，臨死期の患
者における治療の見合わせ（尊厳死または消極的安楽
死）を要するかもしれない事態に立ち向かった場合，
一体どう対処すればいいのであろうか．
①　医療面で全力が尽くされてきていること
②　患者が終末期にあること
③　行う医療行為に有意義性が失われてしまってい
ること
④　患者や家族に十分な説明が行われ，彼等の明確
な意向が適正かつ明白に確認されていること
⑤　総合的に治療の見合わせが医学的に正当であり，
しかも医療チームとして下される判断が当該患者
の尊厳を尊重・保護するものであること

などを最低条件とすれば，臨床医の立場から「治療の
見合わせ」の提案は倫理的に容認されると私考する．
なお，非開始と継続中止では後者に心情的抵抗感や負

担感があると臨床家は感じているが，「倫理的には等
価であり，両者に道徳的な重要な差異はない」とする
倫理専門家が多いことを指摘しておきたい． 

7　自殺幇助と治療の継続中止

自殺幇助を日本では刑法 202条が禁じており，これ
を侵した者は 6ヵ月以上 7年未満の懲役または禁固刑
と定められている．イギリスも同様であるが，You-

Gov社の調査をガーデイアン紙が報じた結果（2013

年 4月 30日）は意外であった（表 3）．教義のうえか
ら厳しく自殺を禁じているカソリックの教徒であって
も，56％の過半数が自殺幇助を是認している．「個人
に死を選ぶ権利がある」「長い苦しみに終止符を打つ
のが望ましい」などが，主な理由である．ここでの
「自殺幇助」は「積極的安楽死」を意味するのであろ

図 3-3　尊厳死宣言公正証書（文例）
（日本公証人連合会 HPより）

表 3　イギリスにおける自殺幇助についての調査

イギリス YouGov社の調査（The Guardian, 2013. 04. 30）
（日本では刑法 202条：6ヶ月以上 7年未満の懲役または禁固刑）

自殺幇助（関与）に対する賛否 （法律は禁じている）
　宗教を信仰していない人 賛成 81％
　宗教信者
　　英国国教会 72％
　　ユダヤ教徒 69％
　　メソジスト教徒 62％
　　カソリック教徒 56％

賛成の理由
　個人に死に方を選ぶ権利がある． 82％
　長い苦しみに終止符を打つのが望ましい． 76％
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うが，一定以上の重篤な病態に陥った場合に，高度か
つ積極的な延命措置を選ばないという「消極的安楽
死」（いわゆる尊厳死）については，カソリック教が
優勢な欧米社会でもこれを自殺とは見なさず，「疾患
に自然経過を辿らせる」と理解して，倫理的にも法的
にも「自然死」として扱われている．

8　積極的安楽死（オランダの状況）と自己決定権

「自分の命は誰のものでもなく，自分のものであ
る」という自己決定（権）が，積極的安楽死を容認す
る根底にある考え方である． 積極的安楽死が法的に
認められている国は，現時点でオランダ・ベルギー・
ルクセンブルグ・アメリカの一部の州に止まっている．
これは，一般的に安易な適応拡大を懸念するからで
あろう（いわゆる「滑り坂論議（slippery slope argu-

ment）」）．「自己決定」を唯に錦の御旗にできかねる
のは，「自己決定権という口当たりのよい考え方が，
国家権力の意図を隠すために有効に機能している見逃
せない事実」が存在するからである3）．つまり，命の
質が個別に考慮されずに，生きるに値しない命が国家
権力などで規定され，暗黙のうちに内発的な義務感を
強要せしめる危惧を払拭できない．こうした自己決定
（権）の落とし穴に十分留意したい．
さて，オランダでは 2002年に厳しい条件下でこれ

が容認されたが，長年根付いて患者と良好な意思疎通
を持ち得る家庭医が広く普及していることが一因だと
されている．表 4に見るように，オランダの安楽死
事例は経年的に漸増してきている．2012年の安楽死
4,188例のうち 80％は積極的安楽死（lethal injection）
で あ り，20％は PAS（physician assisted suicide，医
師による自殺幇助，致死内服薬を処方して患者に持た
せ，内服は患者自身の意思による）であったという． 

担当してきた家庭医が安楽死に反対した場合には，
“mobile euthanasia units”（移動式の安楽死ユニット）
が利用でき，それが安楽死増加の一因と論評されてい
る．とはいえ，オランダにおける積極的安楽死例は，
同国全死亡例の 2.6％に止まっている． 

9　透析継続中止 
　　　――　アメリカ，カナダと日本の近況比較

9-1　アメリカ

アメリカの透析中止による死亡は，2000年以降，

表 4　オランダにおける「安楽死」

背景：2030年に 65歳以上人口が 25％と急増する．

2002年 安楽死法の施行（厳しい条件・家庭医の普及）
2003年 1,626件
2006年 1,923件
2009年 2,636件
2012年 4,188件（80％は積極的安楽死，残り＝PAS）

→ 全死亡の 2.6％（ベルギーの 2倍）
　 78％（末期癌），4％（心血管病），1％（認知症）

急増の理由：家庭医が拒否した場合，2011年からmobile eu-
thanasia unitsが利用できるようになった．

The New Classic，2013年 10月 19日より．

アメリカ：透析中止死亡＝死亡例の22%（内，42%はホスピス収容患者）
日本　　：1－6％と推定されて，明らかに少ない　％
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透析中止死亡例　1）年齢に大差なし　2）男女に大差なし
　　　　   　　   3）人種的には白人が圧倒的に多い
　　 　　           4）州別の差異が大きい（14.0-39.8%）
　　　　　　　   5）ホスピス利用患者の漸増

incident &
prevalent ESRD
patients dying
in 2000-2001 or
2005-2006. 
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自殺率（人口10万人）
米国 10.4人
日本 24.1人

Withdrawal（透析の継続中止）
Hospice
W/D, on hospice

＊

図 4　アメリカにおける透析の中止による死亡（USRDS 2008 ADR）
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全死亡の約 20％を占めてきている（図 4）．「透析継
続見合わせによる死亡（death by withdrawal from di-

alysis）」という死因分類は，1990年以降「死亡前透析
の見合わせ（withdrawal from dialysis before death）」
と改められている．キリスト教徒の多いアメリカでは，
教義のうえから「透析の中止（見合わせ）による死
亡」が「自殺」と見なされることを忌み嫌い，透析の
中止による死亡は疾患に自然経過を取らせるのだとい
うメッセージだと感じる4）．
アメリカにおける透析中止死亡例を，①年齢に大差
なし，②男女に大差なし，③人種的には白人が圧倒的
に多い，④州別（地域）の差異が大きい（14.0〜39.8

％），⑤ホスピス利用患者が漸増している，と要約で
きる．アメリカは日本のように皆保険ではなく医療費
の負担が大きく，この経済的な要素が継続の見合わせ
に関係しているか否かは大きな関心を呼ぶところであ
る．O’Hareらの報告5）によれば，終末期の出費額の大
きいグループ（つまりは富裕層）ほど，“dialysis dis-

continued before death”（透析継続の見合わせ）の比
率が低いという．経済的な負担も，見合わせを選択せ
ざるをえない一因なのであろう（表 5）．

9-2　カナダ

カナダの透析中止死亡を表 6に提示したが6），経年
的に漸増している傾向を読み取れる．アメリカ同様に，
地域差が大きく（カナダ全体を 1.00とすると，0.41

から 1.67に分布している），また，人種差も認められ

ている．透析の継続中止による死亡が 2009年で透析
患者全死亡数の 19.5％を占めており，この数字はア
メリカのそれと大差がない．

9-3　日　本

日本透析医学会の死因分類には「透析中止（継続見
合わせ）による死亡」という項目はなく，代わりに
「自殺・拒否」がある．この十数年間，これに該当す
る事例は全死亡の 1％内外と報告されている．北海道
における統計からは，透析中止死亡例は北海道におけ
る全死亡例の約 6％と概算された7）．透析中止事例の
様々な側面からの詳細な統計は日本ではいまだとられ
ておらず，後述のように，これに関する提言が日本透
析医学会から公示されたことに鑑み，統計の蓄積が望
まれる．

表 5　透析の継続中止率と患者の経済状態

Quintile of End-of-Life Expenditure Index†1

Outcome First（Lowest）
（n＝3040）†2

Second
（n＝3801）†2

Third
（n＝4208）†2

Fourth
（n＝4726）†2

Fifth（Highest）
（n＝5415）†2

P Value 
for Trend

Dialysis discontinued prior to death†3 44.3（42.5-46.1） 35.3（33.7-36.9） 34.6（33.2-36.1） 32.1（30.7-33.4） 22.2（21.1-23.4） ＜.001

Hospice care prior to death 33.5（31.7-35.4） 29.0（27.4-30.6） 27.4（25.9-28.9） 29.4（27.9-30.8） 20.7（19.5-21.9） ＜.001

Death in the hospital 50.3（48.5-52.1） 57.3（55.7-58.9） 59.3（57.8-60.8） 59.7（58.3-61.2） 67.8（66.5-69.1） ＜.001

Adjusted odds ratio†4

Dialysis discontinued prior to deathc 1［Reference］ 0.75（0.67-0.83） 0.75（0.67-0.82） 0.65（0.59-0.72） 0.39（0.35-0.43） ＜.001
Hospice care prior to death 1［Reference］ 0.88（0.78-0.99） 0.83（0.74-0.93） 0.91（0.81-1.02） 0.57（0.51-0.64） ＜.001
Death in the hospital 1［Reference］ 1.26（1.14-1.40） 1.35（1.22-1.49） 1.38（1.25-1.52） 1.97（1.79-2.17） ＜.001

†1　End-of-life expenditure index indicates regional intensity of care during the last 6 months of life.1 Values are expressed as percentages unless otherwise indi-
cated. Values in parentheses are 95％ confidence intervals.

†2　Indicated the number of decedents within 2 years of onset of end-stage renal disease.
†3　Patients who received a kidney transplant were not included.
†4　Adjusted for age, race, sex, dual coverage with Medicare and Medicaid, comorbidities（diabetes, coronary artery disease, peripheral arterial disease, stroke, 

chronic obstructive pulmonary disease, cancer, congestive heart failure）, body mass index（calculated as weight in kilograms divided by height in meters 
squared）, estimated glomerular filtration rate, independence in activities of daily living, whether living in a nursing home, ability to ambulate, ability to transfer, 
receipt of nephrology care before end-stage renal disease, and modality（peritoneal vs hemodialysis vs preemptive kidney transplant）.

O’Hare AM, et al. : JAMA, 304（2）;  180-186, 2010より．

表 6　透析中止による死亡（カナダ）

年 全中止例 中止率† 死亡に占める割合（％）

2001 233例 1.5 7.9
2002 303 1.8 9.9
2003 376 2.2 11.8
2004 441 2.4 13.8
2005 543 2.8 16.1
2006 538 2.7 15.4
2007 657 3.2 18.4 
2008 660 3.1 18.3
2009 667 3.0 19.5

†　withdrawal rate per 100 Patient–Years of Dialysis（％）
文献 6より．
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10　日本透析医学会の提言 
　　　――　�「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定の 

プロセスについての提言」

この提言案8〜10）は，2010年以来，実行委員会（渡
邉有三委員長）における 12回の討論の末に，2014年
1月 26日の公聴会に付された．討議の結果で若干の
修正がなされ，最終案が同学会理事会に提出され，
2014年 3月 28日の理事会で正式に承認された．詳細
は透析会誌11）をご高覧願いたいが，ここではその概要
を提示したい．

10-1　提言の骨子

［提言 1］
患者への情報提供と自己決定の援助（患者に十分な
情報を提供する，患者から十分な情報を収集する，患
者が意思決定した過程を理解する）
［提言 2］
自己決定の尊重（患者に事前指示書を作成する権利
があることを説明する，患者が意思決定した治療とケ
アの方針を尊重する，事前指示書があれば尊重する）
［提言 3］
同意書の取得（維持血液透析の導入前に透析療法の
理解・納得のうえで同意を患者側から取得する）
［提言 4］
維持血液透析療法（HD）の見合わせを検討する状
況（表 7に具体的病態を例示）
①　患者の尊厳を考慮した時，HDの見合わせも最
善の治療を提供するという選択肢の一つになりう
る．
②　HDの見合わせを検討する場合，患者ならびに

家族の意思決定プロセスが適切に実施されている
ことが必要である．
③　見合わせた HDは，状況に応じて開始または再
開される．

［提言 5］
維持血液透析見合わせ後のケア計画については，医
療チームは HDを見合わせた患者の意思を尊重した
ケア計画を策定し，提供する．

10-2　提言骨子の概説

提言の 1〜3はいずれも，現代医療における基本的
な事項である．当たり前の事項であるが，本提言の表
題が「……意思決定のプロセス」と銘打ってあるため
に明記した．ただ，既述のように事前指示（書）につ
いては総論としての認識や賛成はあるが，いまだに日
本では習慣化されてはおらず，患者・家族・社会への
啓発が強く望まれる．一方で，①文章化のひな形，②
臨床現場での意義・有用性の周知徹底，③事前指示
（書）に従うことで法的庇護が得られるか，などを明
確化する努力が必要となる．
提言 4が本提言の最重要な箇所であり，その具体的
な病態像は表 7に示した．表 7：1）の①と②は血液
透析の施行に困難と危険が伴う病態であり，いわば，
「血液透析施行の困難・危険例」であり，当該患者の
利益と保護のために血液透析を見合わせることは妥当
なことになる．「見合わせる」という表現は，病態が
改善すれば再開の可能性があるということを意味する．
表 7：2）の①・②・③は，全身状態が不良で意思疎
通が難しい状態にあるが（したがって，血液透析の実
施は困難な状況にあると推測される），患者本人の見

表 7　「維持血液透析の見合わせ」について検討する状態（提言 4 の付表）

1） 維持血液透析を安全に施行することが困難であり，患者の生命を著しく損なう危険性が高
い場合．
①生命維持が極めて困難な循環・呼吸状態などの多臓器不全や持続低血圧など，維持血液
透析実施がかえって生命に危険な病態が存在．
②維持血液透析実施のたびに，器具による抑制および薬物による鎮静をしなければ，バス
キュラーアクセスと透析回路を維持して安全に体外循環を実施できない．

2） 患者の全身状態が極めて不良であり，かつ「維持血液透析の見合わせ」に関して患者自身
の意思が明示されている場合，または，家族が患者の意思を推定できる場合．
①脳血管障害や頭部外傷の後遺症など，重篤な脳機能障害のために維持血液透析や療養生
活に必要な理解が困難な状態．
②悪性腫瘍などの完治不能な悪性疾患を合併しており，死が確実にせまっている状態．
③経口摂取が不能で，人工的水分栄養補給によって生命を維持する状態を脱することが長
期的に難しい状態．

日本透析医学会（2014年）
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合わせたい意思が明示的に確認できるか，家族が患者
の意向を推測できる場合を指している．表 1に示した
ように，最近，透析患者の認知症が大きな課題となっ
ている．見合わせを検討する状態に「認知症」が明記
されなかったのは，認知症を伴う透析患者の様々な実
態が十分にいまだ把握されていない現状から，認知症
に特化した条項を将来の宿題として残したきらいがあ
る．ただし，表 7：2）の①の記述「脳血管障害や頭
部外傷の後遺症など，重篤な脳機能障害のために維持
血液透析や療養生活に必要な理解が困難な状態」を慎
重に応用解釈すれば「重篤な認知症で摂食障害・栄養
不良などを随伴する透析患者」にどのように対応する
かは自ずと一定の見解が生まれるものであろう．当然
ながら，患者本人の事前指示があればそれを尊重する．
しからざれば，家族の意向を尊重して協議することに
なる12, 13）．

10-3　自己決定の尊重

さて，提言 2では「自己決定の尊重」が謳われてお
り，その項目の付加説明文には以下のような記載があ
る．
「維持血液透析開始または継続によって生命が維持
できると推定される患者が自らの強い意思で維持血液
透析を拒否する場合には，医療チームは家族とともに
対応し，治療の有益性と危険性を理解できるように説
明し，治療の必要性について納得してもらうように努
力する．これらの努力を行っても患者の意思決定が変
わらなければ，患者の意思決定過程を理解し，その意
思を尊重する．」

ここでは一般常識に則って自己決定を当然ながら尊
重する姿勢を示しているが，患者の自己決定を尊びな
がらも患者の言いなりになるのではなく，医療人とし
て節度ある説明を患者に行う必要性を強調しておきた
い．血液透析がまだまだ行いうる患者が「止めたい」
と申し出てきた事例を，筆者は個人的にも相当数経験
している．過度の介入はなかったと想起しているが，
透析スタッフとともに誠意ある説明を与えることで患
者の大半は中止を翻意している．表 7に提示した病態
は，「医療チームが維持血液透析の見合わせを検討す
る状況」とされている．いずれも終末期か前終末期を
迎えている患者であるが，命の継続か終焉かの判断は
基本的に人それぞれであることを医療人として理解し
ておきたい．

10-4　今後にむけて

今回公示された「提言」が，今後，臨床の現場でど
のように活用されていくかが問われる14）． この度の
提言は透析患者と相対する透析スタッフへの指針を参
考として示したものであるが，見合わせの最終決定に
関与した者が，過度の精神的な負担を感じないような
倫理的な根拠ないしは基盤を指し示したものでもある．
本提言を，マスコミ各社はおおむね好意的な視線で報
道してくれた．提言作成に関しては全腎協の役員から
もご意見をいただいたが，患者側への説明と理解を得
るように努め，さらによい提言にすることが望まれよ
う．なお，末期腎不全ながらなんらかの理由で透析が
見合わせられた症例のその後の臨床経過を仔細に観
察・分析していく体制作りが喫緊の課題となろう．

全人的苦痛の理解
とその解消・軽減

①身体的苦痛

②社会的苦痛③精神的苦痛

全人的苦痛
（total pain）

④スピリチュアルペイン

終末期医療・ケア
　の抱える問題

疼痛，他の身体症状
日常生活動作の支障

不安，いら立ち
孤独感，恐れ，
うつ状態，怒り

仕事上の問題
経済的問題
家庭内問題
対人問題，遺産相続

Hospital Chaplain   臨床僧　緩和ケアスタッフ

（実存的苦痛）

宗教的解決
科学的解決
複合的解決人生の意味への問い，価値体系の変化，苦しみの意味，生きてきた証し

罪の意識，死への恐怖，神の存在への追求，死生観に対する悩み

シシリー・サンダース
の提唱

図 5　全人的苦痛の理解とその解消・軽減（終末期医療・ケアの抱える問題）
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11　終末期の医療とケア

提言 5は維持血液透析を見合わせた後に，患者の意
思を尊重したケアを策定することを謳っている．容易
なことではないが，その達成を鋭意目指さなければな
らない．このことは，当然ながら，透析を継続して命
の終焉を迎える患者にも同様に言えることである．
詳細に論ずるスペースを持たないため，図 5に概要

を示す15）．医療の目的は四つの全人的苦痛の軽減・解
消にある．透析スタッフはまず身体的苦痛の軽減解消
に取り組むのであるが，精神科医，MSW，臨床心理士，
緩和ケアスタッフ，宗教家，家族や知人などとの協働
によりその他の苦痛に対処しなければならない16）．

おわりに

透析の見合わせ（非導入および継続中止）に関する
提言が日本透析医学会から公示されたことに鑑み，こ
の提言を可能にする倫理的な基礎を論じ，提言の骨子
を説明した．本提言が真摯に読まれて，ベッドサイド
で適正に活用されることを期待したい．本提言の作成
に対して会員以外の方々からもきわめて有益なご指摘
を頂戴した．この場を借りて，深謝したい．
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要　旨

第 19回透析保険審査懇談会を平成 26年 6月 13日
（金）18〜20時，ホテルパールシティ神戸，パールル
ームで行いました．事前に行ったアンケート（検討事
項：46件，要望事項など：124件）のうち主な討論内
容をここに報告します．

はじめに

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

1　検討事項

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

1-1　基本診療料

①　生活保護の患者のレセプト入力方法について．
胸部 XP，エコー検査，薬剤に関して，風邪等明
らかに透析と関係ない項目以外はすべて更生医療
のほうで提出してほしい旨ご連絡がありました．
②　更生医療にて保険請求を行った場合，透析以外

の請求は更生医療を使えないと聞きました（投薬
など）．いつからになるのでしょうか？ なお，
熊本県更生医療マニュアルでは「原疾患（糖尿病
性腎症，嚢胞腎，SLEなど）や合併症（骨粗鬆症，
皮膚瘙痒症，腰痛，貧血，水分電解質異常，高血
圧，二次性副甲状腺機能亢進症など）の治療に必
要な薬剤は更生医療給付対象外です．」となって
います．

［討論内容］　従来，文書で出されている透析関連分
とは，透析そのものとシャントに係わる項目だけで，
合併症治療などは障害者医療（更生医療）の対象とな
らないとされています．それでは患者や施設にとって
不都合なことが多すぎるため（将来的には非透析の部
分に自己負担が発生したりすることで），主治医の良
識的な判断に従って分類するということで，日本透析
医会と厚生労働省の間では了解が取れています．
実際には，風邪などごく限られた項目（たとえば転
倒打撲部位に対する湿布）のみを，医療扶助（生保）
として請求することが多いと認識しています．
逆に，生活保護の医療扶助に関しては，自治体負担
率の違いから，一時，極力更生医療でとの自治体から
の動きが過去ありましたが，最近は落ち着いていると
認識していました．しかし今回，熊本県の行政から指
摘され，医師会も含め話し合いが行われるとのことで
す．過去，東京都，千葉県，沖縄県，岡山市等で同じ
問題が持ち上がった経緯があります．各自治体の担当
者が人事異動や配置転換によって変わったさいに，こ
の問題は繰り返される可能性が今後もあると思われま
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す．

1-2　医学管理等

①　慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される
検査以外の検査を算定する場合に，その必要性を
摘要欄に記載しなければいけないとあるが，明ら
かに病名でその必要性がわかる検査も適応欄に記
載しないと返戻や査定があるのはどうにかならな
いものか．

［討論内容］　この病名の記載に関しては，以前も議
論されております．各県で対応は異なるもの，多くの
県では，コメント（注記）よりも病名のほうが優先す
ると考え，病名で理解可能なものに関しては，コメン
トがなくても査定していない県が多かったです．
再審請求の場合も，その旨を記載し査定していない
県もありましたが，保険者再審でコメントがないこと
が指摘された場合には，査定せざるをえないとの意見
もありました．全体としては，コメントはつけておく
ほうが無難であるとのことでした．ちなみに，必要性
を摘要欄に記載することは，平成 16年 2月の保医発
（いわゆる課長通知）で示されています．ただし対象
は検体検査です．

②　慢性維持透析患者で慢性腎不全の病名以外の特
定疾患に対する特定疾患療養管理料（㊕）の算定
について．

［討論内容］　この問題も，過去数回にわたり懇談会
の場で議論しました．昨年には数県で㊕の算定はでき
ないとされていましたが，多くの県では，透析患者に
対して㊕の算定を認めているという結果でした．各県
の審査委員の判断によるかと思われます．今年の懇親
会での議論も過去の内容とほぼ重複し，あらたな判断
はありませんでした．過去の議論に関しての詳細は，
医会雑誌 Vol. 21（3）pp. 399-400, 2006をご参照ください．

1-3　検　査

①　慢性維持透析患者外来医学管理料（慢透）に包
括されない検査（免疫学的検査など）で，施行時
の静脈採血料が査定にあう．明確な理由があれば
ご教授いただきたい．

［討論内容］　透析患者は，透析時に回路から採血す
ればよい（なにも患者に別に採血し痛い思いをさせる

必要はない）との考えから，透析日の静脈採血は認め
られない方向性になってきています．コメントで透析
時間帯と離れて採血を行った旨の記載がないと査定し
ている県，透析回数より受診回数が多くないと査定し
ている県などさまざまでしたが，全体として査定して
いる県が多い印象でした．

②　シャントエコー時の超音波検査＋パルスドプラ
加算でパルスドプラ加算を査定されるが，算定不
可の理由があれば教えていただきたい．
③　K616-4シャントに対する PTA（その他 K615・

2〜K616・3も同様注釈）の注釈で他院よりシャ
ントトラブルで紹介あったさい，通常であればま
ず初診され，シャントエコーを施行し，シャント
トラブル原因診断，次回 PTA手術再診予約とし
ますが，再診料，患者負荷など考え，初診時シャ
ントエコー等で診断後，当日余裕があれば統けて
同日 PTA加療することがある．そのさいにシャ
ントエコーの画像診断費用返戻となるのは問題で
はないか．経皮的シャント拡張術・血栓除去術中
にともなう透視下などエコー下診断検査費用は算
定できないのは理解できるが，確定診断のための
検査返戻は改善していただきたい．

［討論内容］　シャントエコーに関しては，過去にも
さまざま議論されましたが，今年の懇談会でも，昨年
と同じく，シャント手術に伴い，その適応や結果の評
価を行う場合には，必要性が注記してあり理解可能な
場合には，表在性の 350点に加え，血流量測定のため
のドップラー 200点の計 550点を認めている県がほと
んどでした．
ルーチンに患者を選ばずに行われるような請求には，

D215-4-イの 20点とすべきとの意見が多数でした．ル
ーチン検査に 350点を認めるようなことになると，検
査技師が患者全員に毎月実施し請求するような医療機
関が出てくる可能性もあるためです．

④　慢透が算定できない透析導入 3カ月未満の時期
に，生化学的検査（I）（BUN，クレアチニン，
UA，カリウム，ナトリウムおよびクロール，カ
ルシウム，無機リン）を出来高算定しています．
2週目に透析前後，4週目に透析前の，1月に 3

回検査をしており，3回算定しています．その中
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で 2週目の透析後の検査が減点されます．必要性
を詳記で書いていますが，それでも「過剰」「不
適当又は不必要」の理由で減点され，再審査に提
出しても「原審通り」で結果がきます．算定不可
なのでしょうか？ 以前は減点されたことがなか
ったのですが（国保で減点されます）．

［討論内容］　最近，生化学検査で，多項目包括規定
の適応を審査コンピューターがチェックし付箋がつい
てくることが多くなりました．多項目包括規定とは
「同一日に尿，穿刺液・採取液及び血液を検体として
生化学的検査（I）又は生化学的検査（II）に掲げる
検査項目につきそれぞれを実施した場合の，多項目包
括規定の適用については，尿，穿刺液・採取液及び血
液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数
を算定するのではなく，血液，尿，穿刺液・採取液そ
れぞれに係る項目数を合算した項目数により，所定点
数を算定する．ただし，同一日に行う 2回目以降の血
液採取による検体を用いた検査項目については，当該
項目数に合算せず，所定点数を別途算定する．」とな
っており，透析後半採血に関しては，透析効率等の確
認のため必要な検査であり，別途算定可能です．ただ，
コンピューターが自動的にチェックをかけるため，透
析を知らない先生にレセプトが回ったさいに，査定さ
れている可能性があります．

⑤　大分県では i-PTHの値を記入するように求めら
れていますので，i-PTH 50以下ではロカルトロー
ルは減量，オキサロールは中止するように求めら
れています．昨年の本会では，i-PTHの値を記入
するのは本県だけでしたので対応に困惑していま
す．

［討論内容］　現在，大分県では社保・国保の審査委
員の会合でこの問題を取りあげていただくよう要望し
ているとのことでした．また，某県でも i-PTHの値を
記入することを求めているとのことでしたが，それは
慢透外に出てくる i-PTHが，月 2回目かどうかを確認
するためであり，その値により静注 VitDの査定は行
っていないとのことでした．

⑥　慢透を算定しない場合，HBs抗原，HBe抗体，
HCV抗体定性・定量の請求は認められています
が，HBs 抗体が査定されることがあります．

［討論内容］　肝炎ウイルス関係の保険上の取り扱い
では，肝臓の専門の先生方が，各県の支払基金でのル
ールを決めておられる場合が多く，今年の議論でも，
各県で取扱いはまちまちの状況であり変化は見られま
せんでした．

1-4　投薬・注射

①　ミルセラ注とエポエチンアルファ併用で返戻さ
れた．コメントで査定されていません．

［討論内容］　今回，ESA製剤の併用に関して議論
されました．外来で人工腎臓の包括点数のさいにはレ
セプト上出てきませんが，出来高請求となったさいに
出てくることになります．複数の県では認めないとの
ことでしたが，多くの県では，あまりそういう例がな
くルールを作っていないとのことでした．ただ，併用
の報告は医学会でもいくつか出されており，今後，取
扱いを検討していく課題と思われます．

②　突然レナジェルとカルタン併用（レナジェル
（250）6錠およびカルタン（500）3錠）が査定さ
れました．

［討論内容］　某県では，高 P血症の薬が三つ出てい
ると保険者からの返戻があるとのことでした．その県
では審査委員の先生が通しているとのことでした．上
記の併用は認められるべきとの意見が多数でしたが，
今回，今後出てくるであろうリオナとホスレノールの
併用が少し議論されました．作用機序が非常に近い薬
剤に関しては，現在，降圧剤で行われているように同
系統は認めないような取扱いがされていく可能性があ
ります．しかし，現在のところ高 P血症治療剤に関し
て，そのような情報はありませんでした．

③　患者に使用したエルカルチン錠，エルカルチン
FF静注に対しての診断根拠を返戻された．コメ
ントで査定はされていません．

［討論内容］　最近は高額なカルニチンの内服，注射
の使用が増えてきていますが，いまのところ特にルー
ルを決めている都道府県はないとのことでした．

④　腎不全の病名があるだけでザイザル，ユリノー
ム，アルダクトン A（低カリウム血症の症例に対
して）など社保で問答無用で査定された．禁忌薬
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ではあるが病態によってはコメント付きで使用可
と考えていたが厳しい．
⑤　“腎不全”という表現（慢性腎不全，末期腎不全
……）で，禁忌薬として投与できない薬がありま
す．臨床で困るのは，消炎鎮痛薬です．セレコッ
クスが高価なので使えないのかと思ったら，アセ
トアミノフェン・カロナール 1T 1x頓/2回分さ
え，不適とされました．HD患者の解熱・鎮痛に
は何を使ったらよいか，本当に困っています．同
様に，甲状腺機能低下症の治療をレボチロキシン
で行っていると，カルタンは禁忌と削られました．
よくあることで，いかがなものかと思います．
⑥　カルチコール注射液を「下肢ケイレン」で使用
しております．社保で，禁忌「重篤な腎不全のあ
る患者」という理由で査定となりました．長年使
用しておりますが査定対象でしょうか．
⑦　HD患者に対し VifDとビスホスフェネート製
剤の投与がみられる（30〜40％）が，これを認め
るか．

［討論内容］　禁忌薬の投与が，審査コンピューター
で機械的にひっかかることが最近増えてきました．昨
年と同様，今年の懇談会でも，多くの県が，たとえ禁
忌薬剤だとしても，必要と判断される場合には認めて
いる県が多い印象でした．また，保険者に対しても薬
事法上の禁忌と，保険請求は別の問題だという考え方
を徹底する必要があるとの意見も出されました．

⑧　降圧薬に関して他施設の先生方にお伺いしたい
のですが，Ca-blockerでアダラートと併用できる
のはガイドライン上ではへルベッサーだけですが，
実臨床ではノルバスクやコニールを onしている
場合が多いかと思います．こういう場合，注釈は
どう書いておられますか？

［討論内容］　同系統の降圧薬の問題です．過去の懇
談会では，コメントがついていれば認めている都道府
県が多数でしたが，今年はある県から，全体会議でル
ールが決まり，透析だけ例外というわけにもいかなく
なったとの報告がありました．だんだん厳しくなって
きている印象です．

⑨　長期留置型カテーテルの血流不良にウロキナー
ゼ注入を行っておりますが，不適当と判断されま

した．理由を付けても同じ結果でした．対応に困
っておりますので，何らか教示いただけると助か
ります．

［討論内容］　昨年の懇談会に続き今年も留置カテー
テルへのウロキナーゼの充填に関して議論されました．
対応は各県でまちまちでしたが，2回までは認めてい
る県もありましたし，1回で十分との意見もありまし
た．しかし，一切認めないと決められた県もありまし
た．また，認める県でもその必要性がわかるようなコ
メントが必要との意見が多数でした．血栓予防のため
に漫然と継続的に使用するようなことは認められてい
ませんでした．

⑩　ASOに対するパルクス・リプル注がほぼ査定
されます．（内密に聞いたところでは「閉塞動脈
硬化症」の診断名がはじめて付いた時点から 1カ
月のみ認めているようです．）診断名が付いてか
ら，1カ月を越えてからの投与は全部査定すると
の情報がありました．

［討論内容］　過去の懇談会では，長期にわたる使用
も丁寧なコメントをつけて請求されたものは多くの県
では査定せず通しているとのことでした．ある県では，
一応 2カ月が目安だが，きちんとしたコメントがつい
ていれば認めるとのことでした．またある県の審査委
員の先生から，パルクス，リプルの適応症が「閉塞性
動脈硬化症」ではなく「閉塞性血栓性血管炎」になっ
ており，きちんと適応のある病名を記載することが重
要との意見がありました．

1-5　処　置

①　HDFのさいの補充液の投与量は何リットルま
で認められているか．

［討論内容］　サブラットの使用量に関しては，過去
の懇談会で，2県で 8 Lまでを上限としているとのこ
とでした．10年ほど前に指導が入ったさいに 8 Lを上
限に返還させられた例があり，以後，その県では 8 L

が上限となったそうです．逆に 20Ｌも必要性が認め
られれば認めている県もありました．CHDFでは中央
で 16 Lまでと決められているとの情報がありました．

②　午後 6時以降に CHDFを開始した場合，終了
が翌日午前 5時 59分までの場合，1日として算
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定すると規定されています．午後 5時に開始し，
翌日の 0時 01分に終了した場合，2日として算
定してもいいのでしょうか．

［討論内容］　J038-2には，「CHDFを夜間に開始し，
午前 0時以降に終了した場合は，1日として算定する」，
「CHDFを夜間に開始した場合とは，午後 6時以降に
開始した場合をいい，終了した時間が午前 0時以降で
あっても，1日として算定する．ただし，夜間に
CHDFを開始し，12時間以上継続して行った場合は，
2日として算定する」とあります．
この文章からは，上記の場合，2日で請求してもい
いようにも読めます．ただ，ある委員の先生から，上
記の文書は，日をまたいだ場合 12時間以上行ってい
れば 2日分請求できるという趣旨であり，質問のよう
に 7時間 1分で 2日と考えるのは不合理であるため認
めるべきではないとの指摘がありました．

③　重篤な急性出血性合併症の患者に抗凝固薬を使
用するうえで，発症後 2週間に限るという条件を
除外してほしい．出血が 2週間以上続いてしまう
患者もいて，抗凝固薬を中止する訳にはいかない
ため（抗凝固薬を人工腎臓 1の含まれる点数で使
用するとコストの面で使用ができなくなってしま
う）．
④　レセプト上も明らかに出血病変があるにもかか
わらず，「ナファモスタット塩酸注」を査定され
る．審査機関に問い合わせをしても，明快な回答
を得られることが少ない．

［討論内容］　2010年の懇談会でも議論されました．
そのさいには，2週間と限定されている以上，人工腎
臓 3＋ナファモスタットは難しいとの意見（後発医薬
品も出てきているためそれで対応を）もありましたが，
きちんとしたコメントがあれば 1カ月くらいまで通す
という県も多く存在しました．今年も状況の変化はな
いようでした．
また，人工腎臓 3＋ナファモスタットでの請求を，
医科点数表に記載のある，㋑進行性眼底出血，㋺急性
出血性合併症（頭蓋内出血，消化管出血，外傷性出
血）以外の出血性病変に関しても認めているかとの質
問には，ほとんどの都道府県で認めているとのことで
した．

⑤　リクセル投与に関して，投与 1年間終了後，再
開の目安はどれ位でしょうか？ （日付を変更し
てすぐに再開してもよいか？）

［討論内容］　過去の懇談会では中止後の状態悪化を
確認し，それを確認できるコメントがあれば，すぐの
再開を認めている県もありましたが，1カ月間の休止
が望ましいとの意見もありました．今回，社保の中央
本部から 47都道府県にアンケートが来ました．ある
県でリクセルを継続的に使用していたため 2年分を査
定され，訴訟を提起されたため，全国の状況を確認さ
れたようです．
多くの都道府県では 1カ月くらいの休止と，そのさ
いの状況のコメントを求めていますが，1カ月以内の
休止でもコメント（病状の変化等）の記載があれば認
めている都道府県もありました．漫然となんのコメン
トもなく継続使用を認めている都道府県はありません
でした．
また，今回，適応に関しても議論されました．リク
セルの使用には手根管手術に加え，アミロイド沈着の
組織証明が必要ですが，どちらもなしでリクセルの使
用を認めている都道府県はありませんでしたが，他の
部位からのアミロイドの組織証明があり，手根管手術
がない条件でも認めている県が 1県ありました．

⑥　穿刺部の止血困難に対して使用しているスポン
ゼル，国保は使用部位を入れれば算定可能ですが，
社保は認められていない．

［討論内容］　過去，画一的ではなく，コメントがあ
る場合には，多くの県で使用を認めているとのことで
した．今年確認したところでは 3県では認めていない
とのことでした．

1-6　手　術

①　3カ月以内にやむをえず経皮的シャント拡張
術・血栓除去術を実施した場合，上肢造影剤使用
撮影と，動脈造影カテーテル法（E003・3）で算
定しています．平成 25年 9月分のレセプトで提
出しましたが，現在までは減点通知は来ておりま
せん．どう算定するのがよいかご教授ください．

［討論内容］　今年は，3カ月以内の PTA施行時の
造影手技料の請求の是非に関して，ざまざま議論がな
されました．PTA手技にシャントの造影は含まれる
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ので，PTA手技料そのものが請求できないわけだから，
それに伴う造影剤等は当然請求できない．それを造影
検査を行ったとして，造影手技料＋造影に必要な薬
品・材料費を請求するのは振替請求ではないか，との
指摘がありました．
それに対して，PTA施行時には造影という部分と
血管拡張手技という部分に分かれ，シャントの造影手
技部分に関しては，実施しているのであるからシャン
ト造影に準じて手技料（点滴等）＋造影剤は請求して
もいいのではないか，との二通りの意見に分かれまし
た．いくつかの県では，後者のように解釈され，また
出てきたレセプトを見ても造影検査と同じ内容しか出
てこないわけだから，普通のシャント造影と区別でき
ないなら認めるしかないではないかとの意見で，認め
ている県も複数存在しました．しかし，動脈造影カテ
ーテル法に関しては，認められないとの意見が多数で
した．

②　K616-4経皮的シャント拡張術，血栓除去術（シ
ャント PTA）施行後に，別部位（反対例など）
に内シャントを造設した．しかし前回のシャント
PTAより 3カ月以内に別部位の内シャントもシ
ャント PTAが必要になった．この場合 K616-4の
請求は可能か．

［討論内容］　これは，認めてもいいのではないかと
の意見も何人かの審査委員の先生から出されましたが，
シャント PTAが 18,080点になり，3カ月縛りがつい
たさいに，厚生労働省の担当者に確認したところでは，
場所が別だからといって算定できないとの返事だった
との医会会長コメントがありました．

③　シャント PTA時，何本までカテーテル使用が
できるか．

［討論内容］　昨年と同様，PTAカテの本数に関し
て議論されました．原則 1本のところが多かったです
が，2本まで認めると決められている県が複数ありま
した．必要性の理解できるコメントがあれば，さらに
多くても認めているという委員の方もおられました．

④　PTAシャントに使用する PTAバルーンカテー
テルの減点．
⑤　経皮的シャント拡張術・血栓除去術（18,080

点）で使用する PTAカテーテルについて（手術）．
当院では特殊型を使う症例が多く，その度に詳記
をつけてはいるが何度か査定になっている．特殊
型はどのような症例で使用するべきものなのか具
体的に示してほしい．

［討論内容］　一般型のカテーテルでは PTAが困難
な状況の狭窄である必要があります．一律の基準はな
いものの，他の医療機関と比較し特殊型の使用が明ら
かに多い場合には，必要性を説明するより詳しいコメ
ントが必要との意見が出されました．

⑥　同月に 2回以上シャント作成した場合認められ
るか．

［討論内容］　過去の懇談会での議論では認めていな
い県がありましたが，多くの都道府県では，手術の診
療報酬は成功報酬ではなく技術料であるので認められ
るべきと考えておられました．
ただ，ある県から，消化器外科との比較でだんだん
厳しく考えざるをえなくなってきているとのコメント
がありました．消化器外科の手術では．以前は胃の手
術をして，縫合不全等で 1週間以内に再手術した場合，
前は試験開腹で請求できていたものが，創傷処理の点
数に制限されるようになっているとのことで，他科と
の比較で問題視されはじめているとのことでした．

2　要望事項

今回も 124件という多数の要望がありました．今年
の改定における HbA1cの慢透への包括にからみ，
HbA1cの再度の外だしおよびグリコアルブミンの外
だしに対する要望や，PDと HDの併用のルール変更
に関しての緩和の要望等も複数の県から出されました．
以下に診療行為別に要旨を記します．

2-1　基本診療料

（1）　自立支援医療
①　更生医療の医療機関の変更手続きなく，どの医
療機関でも使えるようにしてほしい（せめて市
内）．
②　前回の要望にもありましたが，更生医療が届出
医療機関しか使用できないことを，せめて県内だ
けでも変更届け無しで使用できるようにしていた
だけたらと思います．基本，患者，患者家族が市
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役所等に医療機関変更申請をするものですが，急
な転医，独居他により医療機関にも手続きに関す
る負担があり煩雑なのが現状です．

（2）　DPC

①　DPC対象患者については，CHDF時に使用す
る持続緩徐式血液ろ過器が包括となってしまいま
す．DPC診断群分類の分岐で，CHDFの分岐が
あるものは，ろ過器の値段も評価されているが，
CHDFの分岐がないものも多々あるため，病院の
持ち出しが多くなります．持続緩徐式血液ろ過器
を包括対象外としてほしいです．
②　DPCにおける人工腎臓（その他）および持続
緩徐式血液濾過の材料の請求を可能に．
③　DPC請求においては，透析の実施が想定され
る診断群分類のみ樹形図に分岐があり，透析に係
る薬剤費が DPC単価に反映され，透析手技と一
部の材料について出来高算定できるしくみとなっ
ている．しかしながら，透析の実施が想定されな
い診断群分類では樹形図に透析の分岐がなく，透
析に係る薬剤費が DPC単価に十分に反映されて
いるとはいいきれない．どのような診断群分類に
おいても，併存病名に腎疾患があり透析を行うケ
ースは想定されるため，一部の診断群分類の樹形
図のみに分岐を設けることは出来高請求と DPC

請求の乖離を発生させる大きな原因となっている．
特に緊急的に持続緩除式血液濾過，吸着式血液浄
化法を実施するような重症患者については，透析
に係る薬剤費がかなり高額になるため，乖離はさ
らに大きくなっているのが実態である．
④　手術と同様に透析に係る手技，薬剤費，材料費
を出来高算定とすることが，これらの不均衡を解
消する最善の方策と考える．

（3）　特定除外制度廃止
①　90日超入院患者について，平均在院日数を対
象外として療養病棟入院基本料を算定するか，引
き続き一般病棟入院基本料を算定して，平均在院
日数の計算対象にするか選択するというのは改善
してほしい．入院透析患者は重症の患者が多く，
透析以外の治療が必要になることもあり，長期の
入院になってしまうため，以前のように厚生労働

大臣が定める状態にあるものとして，平均在院日
数から除外するべきだと思います．

（4）　その他
①　透析患者の多くは，多くの合併症を有している．
透析患者の入院中の他医療機関受診時にさいし，
入院基本料減額は，早期発見や早期治療の妨げに
なると思うので，廃止にしていただきたい．

2-2　医学管理等

（1）　慢性透析患者外来医学管理料
①　糖尿病性腎症の患者が増え続ける中，血糖コン
トロールは重要である．透析を受けている人すべ
てが糖尿病があるわけではないので，HbAlcが包
括になる事は理解できない．合併症予防のために
も定期的検査が必要と考える．
②　改定後の HbAlc枠外は問題である．
③　DM患者増加による合併症の増加，軽度の感染
症など，入院を必要としない病態に対する検査も
必要となっている現在，慢性維持透析患者外来医
学管理料の引き下げは厳しい処置であると思われ
る．
④　HbAlcの測定点数を認めてほしい．
⑤　グリコアルブミン（GA）の測定点数を認めて
ほしい．
⑥　HbA1cについて請求できないうえ，GAについ
ても改善されない．
⑦　GAを請求できるようにしてほしい．
⑧　慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される
検査以外の検査を算定する場合に，特に摘要欄へ
の記載は不要としていただきたい．
⑨　慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれない
検体検査の必要性の記載に手間がかかる．
⑩　慢性維持透析外来医学管理料に包括される項目
が多すぎる．免疫学的検査等は，はずしてほしい．

2-3　検　査

入院時の HIV検査を認めてほしい．

2-4　投薬・注射

①　今回の改定でも変更がありませんでしたが，注
射での手技のカフ型緊急時ブラッドアクセス用留
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置カテーテル挿入が，前回の改定でも処置または
手術に変更になればと思われます．当院のように
療養病棟で透析の患者を受け入れている場合，注
射の手技では入院料に含まれるため算定できませ
ん．やっている事は，処置・手術に値すると思わ
れます．
②　包括薬剤の価格や ESA製剤の点数の見直しは，
評価できない．
③　内服薬 7種類以上減点制度の廃止．
④　後発医薬品の使用促進のために，透析医院での
処方に加算をつけていく．または後発品処方がま
ったく含まれなければ減点する等して，透析患者
の薬剤料を減らす方向に改定していただきたい．
⑤　高価な薬剤が増加し，透析の医療費を押し上げ
ている．時機をみて，薬剤は “まるめ”にするべ
きである．

2-5　処　置

（1）　PD＋HD

①　遠隔地で PDを行っている患者は月 1回の通院
は可能であっても，週 1回の HDのための通院は
不可能な場合も多い．今まで通りの HDのみサテ
ライトで断行できるように戻してほしい．

②　HDと PDのハイブリット透析について，HD

と PDを別施設で行うことが今までは認められて
いたが，4月以降は同施設でしか認められなくな
り，ライフスタイルを見直さざるをえなくなって
しまった患者がいます．（強い不満がありました）
③　すでに問題となっているかと思いますが，腹膜
透析＋血液透析併用について，両者を異なる施設
で施行した場合の算定方法について要望がありま
す．当院につきましても，他府県での腹膜透析を
管理されている患者の週 1回の血液透析併用を施
行しており，今回の改定で人工腎臓が算定できず，
実質マイナス収入で施行している状況です．実臨
床を逸脱した改定と思われます．現場に合った改
定となるよう要望します．宜しくお願いします．
④　「併用療法算定基準変更」については，患者が
急に施設を変更する必要がある場合も考えられ，
猶予期間を設けてもよいかと考えます．
⑤　当院のハイブリット療法をしている患者です．
昨年大阪に転居され，PDは当院で，併用の HD

は大阪のクリニックで実施していました．今年の
改定で，一施設のみでの保険請求に変更になり，
大阪の HDクリニックでは PD管理は難しいとい
うことで，ハイブリットができる新たな透析施設
を紹介することになりました．患者から，保険関
係といわれても理解できないし，患者の気持ちも
理解してほしいと不満を言われ対応に苦慮した症
例がありました．

（2）　オンライン HDF

①　on-line HDFを人工腎臓「1」のように透析時
間で分類してほしい（人工腎臓「2」イ．5時間
未満，ロ．5時間以上のような形で）．on-line 

HDFを長時間施行する症例での点数を考慮して
ほしい．
②　HDFにも時間区分を．
③　on-line HDFに時間区分の設定を．3，4，5時間
で時間区分をしていただきたい．

（3）　透析回数制限
①　1カ月の保険請求可能な透析回数（月 14回）
の撤廃または回数増．
②　透析回数制限の緩和（週 4回あるいは月 15回
以上を認める）．
③　透析回数，月 14回までの制限を緩和してほしい．

（4）　時間区分
①　認知症増加（体動抑制），長期骨折による合併
症への配慮，高齢者などへの緩徐な除水の実施で
6時間以上のケースもでてきている．透析時間に
よる点数を単に時間分けによるものへの変更して
ほしい．（5時間まで枠でなく，それ以上の枠）
②　長時間透析に対する評価をもう少し上げてほし
い．
③　長時間透析の今後の発展を考慮し，人工腎臓
（1日につき）の請求を 1時間当たりの請求へ変
更するのもよいかと考えます．

（5）　障害加算，および ADL低下患者への加算新設
要望

①　近年，高齢者や認知症の透析患者が多く，意思
疎通が難しいことが多々あります．過度な身体抑
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制も難しく，見守りも含め，看護度が高くなって
いる事が多いです．このような看護に対する加算
はないのでしょうか？ もし，ないのであればほ
しいです．透析現場では，看護師の人数もベッド
数や患者の状況に規定はなく，元気な外来患者の
みのクリニックと療養病棟に長期入院をしながら
透析を受ける場合では，大きく看護度に違いがあ
ると思います．
②　整形領域疾患（脊柱管狭窄症，圧迫骨折，変形
性関節症など）で入院に至らないケースが多く，
ADLの低下から要介助者が増加．障害者加算な
どの枠にて加算を検討してほしい．
③　透析治療中の高齢者，認知症患者が増加してい
る．4時間の透析で，カニューレ抜去，急な起き
上がり等，危険行為があるため，危険防止行為加
算・認知症加算等を設けてほしい．
④　高齢前の要介護者（見守りも含む）も多く，補
助者が果たす役割は大きい．地方病院は看護師不
足が特に深刻であり補助者は不可欠．補助者設定
人数による加算もほしい．

⑤　高齢者（例：80歳以上）や手間のかかる患者
（例：要介護 I〜IV等）に対する加算を新たに加
えてほしい．
⑥　毎年要望としてお願いしていますが，長期合併
症患者や高齢患者が増えているので，障害者加算
の項目や加算点の検討をお願いします．
⑦　障害者等加算について，認知症患者は特に著し
く透析が困難なため，介護保険における要介護度
に対応して評価を引き上げてほしい．
⑧　障害者加算について，看護必要度に応じた傾斜
的な加算をお願いしたい．
⑨　障害加算に，HIV感染者，B・C肝炎ウイルス
陽性患者，認知症患者を入れてほしい．

（6）　夜間・休日・時間外加算
①　近年，診療報酬の改定の都度，透析にかかる診
療報酬の低下傾向が続いていますので，できまし
たら夜間透析に対する診療報酬の手当ての充実を
希望します．
②　人工腎臓の時間外・休日加算の点数で，夜間透
析の時間外加算を 500点にもどしてほしい．

（7）　水質確保加算
①　人工腎臓透析濾過（複雑なもの）の算定要件に
「透析機器安全管理委員会を設置し，その責任者
として専任の医師または専任の臨床工学技士が 1

名以上配置されている」とある．透析機器安全管
理の評価として，ほかの場合にあっても，同様に
委員会および人員を配置したさいに加算として，
算定できるよう新設していただきたい．
②　透析液水質確保加算 1，8点での施設において，
エンドトキシン補足フィルターは最低，年 1回以
上の交換が望まれ，ぞれを推奨させるためにもエ
ンドトキシン補足フィルターを材料費としての請
求を認めていただきたい（請求は年 1回を限度と
する，として）．透析液水質管理レベルの底上げ
として．

（8）　ESA包括の撤廃
①　人工腎臓やダイアライザ一等の点数が改定のた
びに減額している．エリスロポエチン等は包括に
しないでほしい．
②　ESA製剤に関する費用は包括から外していただ
ければ幸甚です．

（9）　その他
①　透析患者にとっては食事も大切な治療なので，
透析中に提供する治療食は保険請求できるように
働きかけてほしい．
②　透析看護認定看護師，血液浄化専門臨床工学技
士等，透析分野において専門の資格取得者が業務
している場合，何らかの加算が付加されればいい．
③　透析看護認定看護師のいる入院施設には，プラ
ス算定をしていただきたい．
④　人工腎臓や慢性維持透析患者外来医学管理料を
算定するうえで，検査や注射薬などが所定点数に
含まれてしまうのは，患者のことを考えても改善
すべきだと思います．
⑤　眼底出血などによるナファモスタット使用限度
日数の見直し．
⑥　出血病変に対するナファモスタットメシル酸塩
の使用期間の延長．
⑦　透析導入後 1カ月を経過したのち「人工腎臓　

1慢性維持透析を行った場合」を算定する慢性維
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持透析患者外来医学管理料についても 3カ月経過
後ではなく，1カ月経過後で算定可能としていた
だきたい．

2-6　手　術

（1）　シャント PTA

①　経皮的シャント拡張術・血栓除去術について，
3カ月以内に拡張などの必要が生じても，保険が
適用されない（DM患者などの血管拡張をしても
再狭窄をおこしやすい事例などがあるため）．
②　VAIVTの 3カ月ルールのために，当病院から
の多額の持ち出しが発生しています．経営上大問
題となっています．
③　PTAの 3カ月ルールは症例により緩和してほ
しい．（できれば 2回目以降の材料費だけでも認
めてほしい．）
④　経皮的シャント拡張術，血栓除去術（18,080

点）は 3カ月に 1回に限り算定するとあるが，他
に VA作成ができず，PTAを 3カ月以内に繰り返
し行っている患者がいる．条件付（他に VA作成
できない等）で 3カ月以内に治療（PTA）を行っ
た場合でも少しでも算定できればよい．
⑤　頻回に閉塞する患者を考慮し，要件の緩和（期
間の短縮あるいは特定医療材料のみの請求）を御
検討いただきたい．
⑥　シャント PTAに対する点数が高止まりしてい
るのは望ましくない．

2-7　医療材料

①　人工腎臓特定保健医療材料（ダイアライザー）

の価格について．市場調査による価格等を参考に
設定しているものと思われますが，30年前 7,000

円前後の価格が，現在に至っては，強度，効率の
向上にもかかわらず 1,000円台に落ち込んでいる
ことは考えられない．しかも，血液回路を含めて
の価格であればなおさらである．価格は温存いた
だき，血液回路の価格を別途設けていただきたい．
②　ダイアライザーの償還価格は膜面積・機能分類
に沿った逆転のない設定が理解しやすいので御考
慮願いたい．

2-8　その他

（1）　消費税関連
①　消費税が上がったにもかかわらず，保険請求で
きる材料価格が下がっている．増税を考慮した材
料価格にしてほしい．
②　消費税 8％への引上げ，平成 27年 10月には消
費税 10％への引上げが予定されており，透析材
料等における消費税負担が増加している．また，
薬価（エリスロポエチン製剤）引下げ分，各々検
査の引下げ分も反映されている．

（2）　審査・請求事務
①　病名漏れでの再審査を通してほしい．
②　高点数医療機関として，集団個別指導を受ける
のですが，入院透析をしていると必然と高点数に
なってしまうので，集団個別指導の対象から外し
てほしい（透析をしている病院と，していない病
院とで分けてほしい）．
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要　旨

腎臓病の栄養管理は，きわめて専門的な知識や経験
を必要とする．そのため，腎臓病に特化した管理栄養
師の教育とチーム医療への連携強化を目的とした腎臓
病専門栄養師の育成は急務と考えられる．腎臓病専門
栄養師は，腎臓病における栄養療法に関する十分な知
識と技術を用いて，各医療機関において質の高い業務
を実践するとともに，チーム医療の中で指導的な役割
を果たす必要がある．本稿では，米国，英国およびオ
ーストラリアにおける専門栄養師養成制度と我が国に
おける専門管理栄養師養成制度の現状を概説した．

はじめに

慢性腎臓病（CKD）や透析患者における栄養管理
は益々，その重要性を増している．とくに，腎機能障
害は，栄養代謝に著しい影響を与えるため，古くから，
食事療法に関して多くの研究がなされている．さらに，
腎臓学と栄養学は，ここ数年で急速に進歩し，食事を
含めて患者の栄養代謝を理解することが CKDの診断
や治療には必要と考えられる．例えば，エネルギー摂
取量，適正体重，食塩摂取，たんぱく質やミネラル摂
取，さらに，糖尿病，高血圧，動脈硬化性疾患，肥満
症など，他の食事療法との関連性，また，低栄養，フ
レイルの問題など，透析医療を含めて腎疾患に関わる
栄養問題はきわめて広範囲に及ぶ．このような爆発的

に蓄積されたエビデンスの状況下において，CKDを
診るすべての医師が，細分化された栄養学の知識を理
解し，患者の栄養問題に適切に対応することは不可能
と考えられる．
欧米では，これらの問題点に対処するため，古くよ
り，高度な知識と経験を有する腎臓病専門の栄養師の
育成を行い，医師の負担軽減に役立ってきた．とくに，
米国では職能団体がその資格を保証しており，たえず
研修を行い，新しい知識や技能を修得していなければ，
資格や職業を失うシステムが構築されている．一方，
我が国では，管理栄養士等の国家資格は永遠に保証さ
れており，いまだ，高度な専門栄養士を育成する土壌
は準備されていない．
本稿では，各国の専門栄養師の育成に関して，これ
までの歴史的な背景をふまえ，腎臓病専門栄養師育成
の必要性を議論する．

1　栄養士と管理栄養士

世界的な視点では，栄養に関する専門知識，技能等
を実践活動に生かしていく専門職を「栄養専門職」と
呼ぶ．各国が「dietitian」「nutritionist」など，それぞ
れの名称で「栄養専門職」を表すために，栄養の業務
資格を述べるさいには理解が複雑化している．そのた
め，本稿では，各国の栄養士会が用いている用語をそ
のまま使用する．日本における「栄養専門職」は，
「栄養士」および「管理栄養士」を指す．また，医療
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などに従事する専門職の場合には，「栄養師」「管理栄
養師」のような名称が学会レベルで使用される場合が
ある．本稿では，現状の国家資格として認定されてい
る「栄養士」「管理栄養士」という名称に加えて，専
門職の場合には「栄養師」「管理栄養師」という名称
を用いる．
栄養士の免許は，厚生労働大臣の指定した栄養士の
養成施設において，2年以上栄養士として必要な知識
および技能を修得した者に対して，都道府県知事より
与えられる．管理栄養士の免許は，「栄養士」の免許
を受けたうえで，さらに管理栄養士国家試験に合格し
た者に対して，厚生労働大臣が与えるものである．管
理栄養士の業務は，傷病者に対する療養のための必要
な栄養指導および給食管理となっている．しかし，現
状では，栄養士と管理栄養士は区別されておらず，栄
養指導や栄養サポートを除けば，業務内容の差が明確
になっていない．この点が，欧米のシステムとは著し
く異なる．本稿で議論する専門栄養師とは，さらに上
級の知識を修得した「管理栄養士」を指す．
平成 9〜10年にかけて，21世紀の管理栄養士等の
あり方について検討がなされ，米国登録栄養士のレベ
ル維持システムなども視野に入れた新しい栄養士像の
形成に向けて，管理栄養士等の業務内容，資格制度，
国家試験，養成施設におけるカリキュラム，生涯教育
等の見直しが行われた1）．そして，平成 14年 4月施
行として栄養士法が新たに改正されている．しかしな
がら，日本の栄養士・管理栄養士制度および養成シス
テムに関しては，国民の栄養改善という側面には貢献
できたが，職種の専門性という部分で課題が残された．
日本の管理栄養士養成施設では，栄養管理に携わる実
習時間が 100〜160時間程度であり，米国の登録栄養
士に必要とされる 1,200時間という数字には到底及ば
ない2）．そのために，学部および大学院修了者におい
ても，臨床面における栄養の専門性の確立という側面
で追いついていない．

2　米国における専門分野栄養師

米国における登録栄養士 RD（あるいは，登録栄養
師とも記載するが，本稿では登録栄養士で統一する．
日本では管理栄養士の業務と一部類似する）は，非常
に高度な教育をうけている‡1）．RDは登録栄養士（reg-

istered dietitian）の略で，米国栄養士会（ADA）が認

定する資格である．米国で RDになるためには，学士
以上の学位の取得と実習の履歴が必要となる．基礎知
識の習得と実技能力を得る実習は，米国栄養士会の認
定機関である栄養士教育認定委員会（CADE）が定め
た一定のプログラムによって行われ，基礎知識は大学
または大学院で，実習は認定された実習施設で最低
1,200時間が必要である．これらを修了した後に，RD

の国家試験を受験することになる．RDは 5年間で，
生涯学習制度に規定する 75単位をとり続けなければ，
登録が末梢される（図 1参照）‡1）．基礎知識の習得は，
米国栄養士会の認定機関である栄養学教育認定委員会
が認定したプログラムで行われる．このプログラムに
基づき，提示された必須学習項目の習得ができれば，
学科名に関係なく個別授業，あるいは複数の授業の一
部分としても，CADE認定教育機関として認定される．
もうひとつの資格として，登録栄養技師（Diet Techni-

cian, Registered;  DTR）も存在する．DTRは，2年制
の栄養科を修了後，DTRインターンシップと認定試
験の資格が必要．栄養に関連するいろいろな職種に従
事している．病院では，RDを補助する仕事を担当す
る（図 1参照）．
インターンシップは，学士や修士課程に組み込まれ
た coordinated programと，学士取得後に個別に出願
する dietetic internshipのどちらかのプログラムにお
いても習得することができ，これらは CADE認定実
習施設において行われる．習得すべき技術能力は，そ
れぞれの RDが新人として実務についたとき，業務に
求められるレベルを考慮して設定されている．さらに，
基礎的な技術能力に加え，修了者が個々の分野のニー
ズに応えられる人材となりうるように，能力をより強
化できる実習内容が含まれている．例えば，臨床栄養
や公衆栄養など，各種分野に重きをおいたそれぞれの
実習プログラムから，各学生の興味に応じて応募する
プログラムを決めることができる．もちろん，実習プ
ログラム選択時にまだ興味のある分野が不明である者
は，各分野が満遍なく学べる標準的な実習プログラム
に応募することもできる．RDの約 50％はさらに上
級の資格を有している．また，さらに専門栄養士とし
て，次の五つのスペシャリストの認定がある‡1）．
①　腎臓栄養認定スペシャリスト（certified special-

ist in renal nutrition;  CSR）
②　小児栄養認定スペシャリスト（certified special-
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ist in pediatric nutrition;  CSP）
③　スポーツ栄養認定スペシャリスト（certified 

specialis in sports dietetics;  CSSD）
④　老人栄養認定スペシャリスト（certified special-

ist in gerentological nutrition;  CSG）
⑤　腫瘍栄養認定スペシャリスト（certified special-

ist in oncology nutrition;  CSO）
腎臓栄養認定スペシャリストは，RDとして 2年以

上の経験を有し，腎臓専門領域において過去 5年間で

2,000時間以上，栄養管理に携わった経験が求められ
る‡1）, 3）．このような資格をクリアーしたうえで，アメ
リカ栄養士会の信任組織である Commission on Dietet-

ic Registration（CDR）の専門試験に合格しなければ
ならない．表 1に示すような内容から出題され，広範
な腎臓学および栄養学の基礎的知識，および実践的な
栄養管理に関する問題が出題される．このような資格
を有するスペシャリストの人数は限られており，高い
質を保証する制度が構築されている．アメリカでは，

図 1　米国における登録栄養士および認定スペシャリストの養成システム
　米国の登録栄養士（日本では管理栄養士）の資格は大学卒業後，あるいは，認定された
養成機関で合計 1,200時間の実習を行う事により，受験資格を得る事ができる．その後，
CDR（栄養士登録委員会）による認定試験に合格しなければならない．この資格を継続す
るには，5年ごとに 75ポイント分の栄養関連単位を取得し，登録を更新しなければなら
ない．また，腎臓栄養認定スペシャリスト（腎臓専門栄養師）は，RDとして 2年以上の
経験を有し，腎臓専門領域において過去 5年間で 2,000時間以上，栄養管理に携わった経
験が求められる．このような資格をクリアーしたうえで，アメリカ栄養士会の信任組織で
ある CDR（Commission on Dietetic Registration）の専門試験に合格しなければならない．
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表 1　米国およびオーストリアの腎臓専門栄養士認定試験に必要な知識

腎臓機能と食事・栄養に関する事項
腎臓機能と身体計測に関する事項
腎臓機能と生化学データに関する事項
腎臓機能と薬剤に関する事項
食事と薬剤の相互作用
腎臓機能と栄養診断に関する事項
精神活動，生活習慣，食歴に関する事項
嗜好性，食習慣，サプリメントに関する事項
栄養介入に関する事項
栄養教育に関する事項
栄養モニタリングと評価に関する事項
 患者の QOLの保証に関する事項
腎生理学・病理学
腎臓病における栄養評価
腎臓病における栄養教育・栄養相談
急性腎臓病における栄養管理
慢性腎臓病（CKD）に伴う心血管疾患
　および脂質代謝異常の栄養管理

CKDに伴う糖尿病の栄養管理
CKDに伴う貧血管理
CKDに伴う骨ミネラル代謝の栄養管理
CKDに伴う低栄養の栄養管理
CKDにおける酸塩基バランス
CKDステージ 1および 2における栄養管理
CKDステージ 3における栄養管理
CKDステージ 4における栄養管理
CKDステージ 5における栄養管理
血液透析における栄養管理
腹膜透析における栄養管理
腎移植における栄養管理
ビタミン，ミネラル，サプリメントの理解
CKDと運動
妊産婦と腎疾患
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各栄養士にランク付けがなされており（ゼネラリスト，
スペシャリスト，アドバンストプラクティショナー），
それぞれのステージに応じた求められるスキルや教
育・資格取得レベルなどが決められている3）．この制
度があることで，登録栄養士のステップ毎の目標や役
割が明確になり，より計画的なキャリアアップができ
る．

3　英国における専門分野栄養師

英国には登録栄養師（registered dietitian;  RD）と
いう法定資格制度がある‡2）．dieticianは，人々が健
康や疾病に関して食品やライフスタイルの選択が行え
るように，栄養科学の知識をわかりやすく伝える役割
を持っている．さらに，疾病の診断や食事療法も行う．

dietitianの資格を取るには，dietetics,あるいは nu-

tritionおよび dieteticsの学士コースが認証された大学
でトレーニングを受ける必要がある．dietitianの肩書
きを使うためには，学位を授与された後，医療専門職
委員会において資格登録を受ける必要がある．英国栄
養士会（British Dietetic Association;  BDA）のホーム
ページによれば，栄養士になるためのプログラムは，
①フルタイムの大学（3年または 4年）で学ぶプログ
ラムと，②フルタイムの大学院プログラムがある．実
習は，国民保険サービス（National Health Service;  

NHS）または，その他のヘルスケア機関において行
われ，実践的な知識と現場で応用する技術を学ぶ．
より高度な専門栄養師として BDA specialist groups

が存在する．現在，18のグループが活動しており，
腎臓専門栄養師グループ（renal nutrition group;  

RNG）は 1970年に設立された．RNGでは，定期的な
セミナー活動などを行い，新しい知識に基づく腎臓病
専門の栄養管理を中心に活動しており，定期的に資格
を更新する必要がある．

4　オーストラリアにおける専門分野栄養師

オーストラリアにおける栄養士養成に関する記述は，
鈴木らの論文に詳しく記載されている1）, ‡3）．オースト
ラリアで栄養士（dietitian）になるには，Dietitians 

Association of Australia（DAA）により認証されたコ
ースを修了しなければならない．オーストラリアでは，
DAAが継続的な研修などを通して実質的な栄養士の
質の保証を行うとともに，大学における栄養士養成コ

ースの認証を担っている‡3）．このコースは，現在，
ACT（注：オーストラリア首都特別地域，The Austra-

lian Capital Territory）, New South Wales, Queensland, 

South Australia, Victoria,そして，Western Australiaに
置かれている．コースの内容は大学によって異なって
いる．これらのコースには，食品学，栄養学，健康と
食事に関連した医学的な状態，コミュニケーション，
カウンセリング，教育，健康増進，マネジメント，研
究，文献の批判的分析をする技術などが含まれる．

accredited practising dietitian（APD） は，DAAに
よるかなり詳細な基準により認定され，国の APD 

registerのリストに掲載される．DAAはさらに高度の
研修を通して，advanced APD（AdvAPD）の認定を
行っている．なお，オーストラリアでは，dietitianと，
栄養および食品科学分野で働く他の職業（nutritionist

を含む）は区別されている．その違いは人間栄養学に
関する資格面であり，dietitianは，膨大な理論を学び，
指導者がつく専門的な実施訓練（臨床栄養，医学的栄
養療法，フードサービス・マネジメント）を受けてい
ることである．それゆえ，すべての dietitianは，nu-

tritionistと考えられているが，dietitian資格を持たな
い nutritionistは dietitianが行う特化された役割を担
うことはできない．臨床栄養分野で働く dietitianは，
腎臓分野の専門教育を受ける必要がある．腎臓分野の
栄養専門教育プログラムは，4日間のコースの研修を
必要とする．これらのコースでは，DAA，Central 

Northern Adelaide Renal and Transplantation Services

（CNARTS），Australia and New Zealand Renal Guide-

lines Taskforce（ANZSN）が認定した，専門教育プロ
グラムをマスターすることが必須とされる．

5　日本における専門分野栄養師

5-1　現状と最近の動き

日本栄養士会は，米国に次いで世界第二位の栄養
士・管理栄養士数を誇る組織である（図 2）‡4, ‡5）．我
が国において管理栄養資格を取得する一般的なコース
は，4年間の養成施設を卒業し，栄養士資格を獲得後，
管理栄養士国家試験を受験後，資格を得る者が多い
（図 3参照）1）, ‡4）．
このような制度で養成された管理栄養士は，そのま
ま病院等に就職し栄養管理に従事する事になるため，
現場での経験不足が問題となる．その理由は，我が国
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の管理栄養士は農学および家政学を中心に養成されて
いるため，大学病院を有する養成機関がきわめて少な
く，臨地実習時間の十分な確保ができないからである．
そのため，大学における栄養管理に関する実習時間は
約 160時間程度と短い．国際基準は 500時間以上とな
っており，これらを満たしていない国は，台湾，フラ
ンス，日本の 3カ国のみである．米国では卒業後，最
低 900〜1,200時間の現場研修が必須である．欧米で
は，養成施設における教育内容について，各国の栄養
士会がかなり厳しい基準を設けて認証しており，高い
質の確保に努力している‡3）．一方，日本では，法令
等での規制が中心であり，そのカリキュラム構成は一

定の範囲で各大学にまかされている．
このように，我が国の管理栄養士養成において，と
くに臨床系に就職する学生に関しては，多くの問題点
を抱えている．これらを改善するため，日本栄養士会
は生涯教育制度を立ち上げ，管理栄養士専門分野別人
材育成事業が考案されている‡4）．また，日本病態栄
養学会では病態栄養専門師を，日本静脈経腸栄養学会
では栄養サポート（NST）専門栄養士を認定し，各医
療機関での栄養管理の中核としての活躍を期待してい
る‡6）．さらに，最近，日本病態栄養学会では「がん
病態栄養専門師」の制度が立ち上がり，がんの栄養管
理・栄養療法に関する高度な知識と技術を修得した人

図 2　各国栄養士会の会員数
　ICDA（国際栄養士会）のホームページによれば，米国は約 7万人で第 1位，ついで日
本は，約 5万人の会員数を誇る．
（http://www.internationaldietetics.org/Downloads/2012-ICDA-Education-Work-report.aspx
より）
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図 3　日本における管理栄養士養成システム
　我が国における管理栄養士資格は，4年間の管理栄養士養成施設（大学）を卒業後，栄
養士資格を取得し，その後，管理栄養士国家試験に合格しなければならない．あるいは，
2年，3年，4年の栄養士養成学校を卒業後，栄養士資格を取得し，それぞれ，3年，2年，
1年の経過を経て管理栄養士国家試験に合格する必要がある．ただし，臨床現場での実習
は，100〜160時間と短く，国際基準である 500時間には達していない．
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材育成が計画されている．また，日本栄養士会におい
ても「がん専門管理栄養師」の育成がスタートしてい
る‡4）．今後，日本の臨床系の管理栄養師教育や，そ
の質の保証を考えれば，米国やオーストラリアの場合
と同じように，日本栄養士会が中心となり，その方向
性を示す必要がある．

5-2　腎臓病専門栄養師

上述した病態栄養専門師においては，幅広い領域の
疾患に対する栄養管理が期待されており，きわめて広
い知識が要求されている（表 1）．しかし，近年，疾
病に対する予防・治療ならびに研究は益々その専門性
が深まり，さらに，栄養管理においてもその理論的な
根拠の確立が急がれ，臓器別・病態別の治療法の見直
しも迫られている．欧米のような体系的な養成システ
ムのない我が国において，このような広範囲の疾患に
対応する管理栄養師の育成はきわめて困難である．
腎臓病の栄養管理においても，きわめて専門的な知
識や経験を必要とする．そのため，腎臓病に特化した
管理栄養師の教育とチーム医療への連携強化を目的と
した腎臓病専門栄養師の育成は急務と考えられる．腎
臓病専門栄養師は，腎臓病における栄養療法に関する
十分な知識と技術を用いて，各医療機関において質の
高い業務を実践するとともに，チーム医療の中で指導

的な役割を果たす必要がある．そのためには，日本栄
養士会と各種学会，とくに日本病態栄養学会などとの
連携により，質の高い腎臓専門栄養師の育成が急務と
考えられる（図 4参照）．

おわりに

本稿では，各国における専門栄養士の養成制度，お
よび質保証に関して議論した．とくに，その質保証と
の側面からみた特徴は，各国とも職能団体（栄養士
会）が教育内容や養成機関に関して，非常に強い権限
を有している点である．そのため，記載した国々では，
古くより栄養専門家の育成が体系化されており，臨床
栄養師や上級栄養管理臨床栄養師が，豊富な臨床実習
や臨床医学教育を基盤に養成されている．また，これ
らの人材は，すでに臨床医学の重要な領域に位置づけ
られている．
一方，我が国においても，チーム医療の中で栄養管
理の重要性が認識され，管理栄養士の役割は益々注目
されている．しかし，栄養学分野における高度な専門
知識ならびに技能を修得した管理栄養士の養成は著し
く立ち遅れている．その理由として，我が国では管理
栄養士の国家試験に合格すればその資格は失う事はな
い．しかし，欧米では職能団体がその資格を与えてい
るために，たえず研修を行い新しい知識や技能を修得

図 4　腎臓病専門栄養師の育成システム（私案）
　腎臓病に特化した管理栄養士の教育とチーム医療への連携強化を目的とした腎臓病専門
栄養師の育成は急務である．現在では，日本病態栄養学会では病態栄養専門師を，日本静
脈経腸栄養学会では栄養サポート（NST）専門栄養士を認定し，臨床栄養のゼネラリスト
を育成している．世界的な動向を考案すれば，日本栄養士会が中心となり，日本病態栄養
学会や各種関連学会との協議会を設立して，腎臓病専門栄養師の育成が必要と考えられる．
ただし，米国の認定スペシャリストように，高い質保証の制度を同時に設ける必要がある．
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していなければ，資格を失う事になる．つまり，日本
以外の国では，法律に安住する事なく，知識の向上に
努力するシステムを構築することで，質の保証を行っ
ている．
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要　旨

第 15回日本透析医会災害情報ネットワーク会議は，
各都道府県災害情報ネットワーク関係者など計 73名
が出席し，2題の特別講演を行ったのち，昨年度の活
動報告および今後の活動方針について議論した．
特別講演①では，山梨県臨床工学技士会の石井仁士
会長より，「平成 26年 2月山梨県豪雪災害について」
と題して，本年 2月，山梨県において発生した大雪災
害による物流と交通マヒによる透析医療機関の被害状
況について報告があった．今回の大雪災害では，交通
の遮断が最も大きな問題となり，職員・患者の移動手
段に加えて物流にも大きく影響した．そんな中，山梨
県では市町村で患者名簿を保管しており，安否確認も
市町村と医療機関が連携をとりながらやっていく体制
が実践されていた．今回，普段，大雪対策の希薄な地
域に起こった災害であったが，これらは想定外という
言葉で片付けずに，日ごろから想定外を想定していく
ことが重要ではないか，というものであった．
特別講演②では，「東日本大震災学術報告書につい

て」と題して，災害時透析医療対策委員会の赤塚東司
雄副委員長より，昨年発刊した『東日本大震災学術報
告書』のデータをさらに分析した結果の報告であった．
これらの中から，東日本大震災での新たに分析された
施設の稼働状況をみると，自家発電装置の位置付けと
役割が明確になり，今後の事前対策を構築していくう
えでの大きな分岐点となった，という内容であった．
災害時情報ネットワークの活動については，本年か

ら日本臨床工学技士会より，各都道府県単位で情報コ
ーディネーターとして登録され，さらに正確かつ迅速
な情報伝達が期待されるということが報告された．
また，本年 9月 1日に行った災害情報伝達訓練にお
いて，直接本部ホームページに入力された施設数は，
40都道府県，41地域で 1,348施設，および中国 5県，
石川県，沖縄県が独自に行った訓練参加施設数 228施
設（重複施設を除く）を加えて計 1,576施設と，2000

年の訓練開始以来，参加施設数は過去最高であった．

はじめに

甚大な被害をもたらした東日本大震災から 3年，本
邦ではその間にも地震災害だけではなく水害・雪害等，
多くの災害にみまわれた．これらの経験から，災害対
策として様々な状況を考えなければならないことが実
感された．
本稿では，2014年 6月に開催された第 15回日本透

析医会災害情報ネットワーク会議の主な内容と，同年
9月 1日に実施した情報伝達訓練の結果について報告
する．

1　第 15 回災害情報ネットワーク会議報告

第 15回日本透析医会災害時情報ネットワーク会議
は，日本透析医会災害時透析医療対策委員会の山川智
之委員長の司会で開始された（表 1）．本会議には全
国都道府県災害情報ネットワーク担当者をはじめ，関
係各位 73名が出席した（表 2）．
開催にあたり，山﨑親雄日本透析医会会長から挨拶

医療安全対策

第 15 回災害情報ネットワーク会議 
および情報伝達訓練実施報告

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

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

 司会　災害時透析医療対策委員会　委員長　山川智之
日本透析医会会長挨拶 会　長　山㟢親雄
Ⅰ　特別講演
　1.「平成 26年 2月山梨県豪雪災害について」
 山梨県臨床工学技士会　会　長　石井仁士
　2.「東日本大震災学術報告書について」
 災害時透析医療対策委員会　副委員長　赤塚東司雄
Ⅱ　報告事項
　1. 支部活動報告 支部代表者
　2. 平成 25年度活動報告 森上辰哉
Ⅲ　協議事項・その他
　1. 平成 26年度活動計画 森上辰哉
　2. 第 15回情報伝達訓練実施について 森上辰哉
閉会挨拶 日本透析医会　専務理事　杉崎弘章

表 2　会議出席者リスト

都道府県 職種 氏　名 施　設　名 都道府県 職種 氏　名 施　設　名

北海道
青森県
　〃
岩手県
宮城県
　〃
　〃
　〃
山形県
　〃
福島県
　〃
栃木県
　〃
茨城県
千葉県
　〃
　〃
　〃
東京都
　〃

　〃
　〃
　〃
新潟県
　〃
富山県
　〃
　〃
山梨県

　〃
　〃
長野県
静岡県
愛知県
　〃
　〃
三重県

MD
MD
CE
MD
MD
CE
CE
MD
MD
CE
MD
CE
MD
CE
MD
CE
MD
CE
CE
MD
MD

CE
MD
CE
MD
MD
MD
CE
MD
MD

CE
CE
CE
CE
MD
MD
MD
MD

戸澤修平
村上秀一
佐々木和夫
沼崎康広
佐藤壽伸
斉藤まゆみ
葛岡孝一
宮崎真理子
伊東　稔
佐々木信弥
鈴木一裕
氏家憲一
奥田康輔
越井正太郎
斉藤知直
渋谷泰史
石丸昌志
内野順司
武田稔男
杉崎弘章
秋葉　隆

安部貴之
軽部美轄
富永正志
甲田　豊
鈴木正司
石田陽一
山崎圭梨
越野慶隆
鈴木斐庫人

石井仁士
高橋満彦
渡辺祥根
佐藤栄祐
渡邊有三
太田圭洋
山㟢親雄
武内秀之

クリニック 198札幌
医療法人三良会　村上新町病院
　　〃
後藤泌尿器科皮膚科医院
JCHO仙台病院
　　〃
　　〃
東北大学病院血液浄化療法部
矢吹嶋クリニック
天童温泉矢吹クリニック
医療法人援腎会 すずきクリニック
財団法人　星総合病院
医療法人開生会　奥田クリニック
　　〃
筑波大学
東葛クリニック病院
医療法人社団誠仁会　みはま病院
　　〃
　　〃
八王子東町クリニック
東京女子医科大学腎臓病総合医療セ
ンター
　　〃
杏林大学医学部附属病院第一内科
南大沢パオレ腎クリニック
医療法人社団　甲田内科クリニック
信楽園病院
富山市立富山市民病院
　　〃
みずほ病院
医療法人社団すずき会　すずきネフ
ロクリニック
甲府城南病院
原口内科腎クリニック
医療法人慈泉会　相澤病院
医療法人社団桜医会　菅野医院分院
春日井市民病院
名古屋記念財団
特定医療法人　増子クリニック昴
特定医療法人暲純会　武内病院

滋賀県
京都府
　〃
大阪府
　〃
兵庫県
　〃

　〃
　〃
　〃
岡山県
　〃
岡山県
　〃
広島県

徳島県
香川県
　〃
高知県
福岡県
　〃
　〃
　〃
佐賀県
長崎県
熊本県

　〃
　〃

　〃
大分県
鹿児島県
　〃
　〃
　〃
沖縄県

MD
MD
事務
MD
CE
MD
MD

CE
MD
CE
MD
MD
MD
CE
CE

CE
MD
CE
MD
MD
MD
MD
CE
MD
MD
MD

MD
CE

CE
MD
MD
CE
MD
MD
MD

有村徹朗
橋本哲也
松本清美
山川智之
岡田直人
赤塚東司雄
申　曽洙

森上辰哉
和田義孝
二井誠史
笛木久雄
草野　功
西崎哲一
中尾憲一
大木美幸

廣瀬大輔
山中正人
小野茂男
湯浅健司
百武宏幸
菰田哲夫
隈　博政
本田裕之
牧野順一
原田孝司
田添　昇

下村貴文
下條隆史

西村典史
清瀬　隆
上山達典
岡村龍也
荻原隆二
比嘉　啓
名嘉栄勝

JCHO滋賀病院
桃仁会病院
　　〃
特定医療法人仁真会　白鷺病院
　　〃
赤塚クリニック
医療法人社団五仁会　元町 HDク
リニック
　　〃
姫路第一病院
医療法人社団　まついクリニック
笛木内科医院
医療法人社団　福島内科医院
医療法人社団　西崎内科医院
　　〃
特定医療法人あかね会　土谷総合病
院
医療法人川島会川島病院
高松赤十字病院
医療法人社団海部医院
医療法人尚腎会高知高須病院
医療法人　百武医院
医療法人　こもたクリニック
くま腎クリニック
小倉第一病院
医療法人　牧野医院
長崎腎病院
医療法人社団　仁誠会クリニック新
屋敷
阿蘇温泉病院
熊本泌尿器科病（熊本県臨床工学技
士会）
嶋田病院
医療法人清栄会　清瀬病院
医療法人腎愛会　上山病院
SKメディカルクリニック
高田病院
首里城下町クリニック第二
西崎病院
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があった．その内容は「今回の学会（第 59回日本透
析医学会学術集会）では災害が特集として取り上げら
れており，これまでの災害を振り返るようなプログラ
ムが続いている．阪神淡路大震災から間もなく 20年，
東日本大震災からは 3年が経過しようとしているが，
透析医会の各県の支部が災害対策について活発に動き
出しており，大変心強い思いでいる．また，臨床工学
技士会の協力のもと，多くのキーマンをメーリングリ
ストに取り込むことができ，今後は現場にいちばん近
い臨床工学技士の活躍を期待する」というものであっ
た．
続けて行われた特別講演・各支部報告および災害時
情報ネットワーク活動報告等の内容を下に記す．

1-1　特別講演①

「平成 26年 2月山梨県豪雪災害について」
 （山梨県臨床工学技士会，石井仁士会長）
本年 2月，山梨県において発生した大雪災害による
物流と交通マヒについて報告する（図 1）．
平成 26年 2月 15日，金曜日からかなり大雪が降っ
ていたが，大雪注意報や大雪警報も出ず，それほど危
機感も持たずにいた．しかし翌日，コンビニエンスス
トアの駐車場に車が放置されていて，国道 20号では
車のすれ違いもできない状況であった（図 2, 3）．そ
のような状態で，その日は夕方くらいまで雪が降り続
いて，さらに翌日まで降り続いた．甲府は 114 cmと
観測史上最高の積雪となり，まさに陸の孤島で隔離さ
れた状態であった．

図 1　平成 26 年 2 月 16 日（日）山梨県道路規制情報
　　　　  （石井仁士氏　講演資料より）

図 2　平成 26 年 2 月 16 日（日）山梨県内の道路状況（石井仁士氏　講演資料より）

図 3　平成 26 年 2 月 16 日（日）山梨県内高速道路の状況
　　　  （石井仁士氏　講演資料より）
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山梨県は積雪に対する備えも十分ではなく，除雪車
も 1台しかなかったため，除雪もまったく進まない状
態の中，通勤するのに徒歩で往復 5時間を要した．富
士吉田や河口湖付近では，自動販売機の高さの上まで
積雪があり，人間の力で掘り進めていくしかない状況
で，果汁王国山梨のビニールハウスも 8割くらいが被
害に遭った．
このような状態であったが，ちょうど世の中はソチ
オリンピックで盛り上がっており，なかなか外に情報
が出ていかない状況であり，「情報の途絶」「発信難
航」「五輪に埋没」などとそののちに報道された．4

日後の火曜日にやっと自衛隊等のヘリコプターが飛び
始めたが，ドクターヘリや「あかふじ」は出力が弱く
てホバリングができないため，患者の救出に難渋した．
また，雪掻きができていないとヘリコプターも着陸で
きないような状況で，山梨は港も空港もない県なので，
着陸地点確保にも困難を極めた．そんな中で，自衛隊
が道を走り始めてからの動きは早く，大きな重機で歩
道を確保することから始まり，徐々に物流も回復して
きた．
山梨県臨床工学技士会では，メーリングリストを用
いて透析施設を中心に被害状況に関するアンケート調
査を実施し，23施設から回答が得られた．
アンケートによると，土曜日は全面中止の施設が 4

施設，入院患者のみ実施した施設が 19施設で，回答
のあった全施設で外来透析を見送った．翌日の日曜日
に透析を実施した施設はほぼ 100％であったが，施設
は稼働しても患者が来院できず，推定で 300名程度が
その日に透析を受けることができなかった（図 4）．2

日空いても 63名が通院できず，さらに 3日空いても
22名，4日空いても 1名が来院できなかった．通院手
段については，81名の患者が救急車を利用した．ヘ

リを使った施設が 3施設，8名であった．また，救急
車やヘリコプターで来院したが帰りは送ってもらえず，
多くの施設で帰宅困難患者が続出し，対応に苦慮した．
物流が止まっていたのでダイヤライザや透析液の供給
が心配され，透析時間の短縮や透析液流量の制限で対
応した施設も多かった．
情報伝達に関しては，透析医会の災害情報ネットワ
ークおよび日本臨床工学技士会のメーリングリストが
役立った．特に我々臨床工学技士のネットワークに上
げた情報が，透析医会ネットワークと共有できるシス
テムができあがっているようで，今回に関してもかな
り充実した有効な情報の発信が実践できた．山梨県で
は災害時の透析患者支援体制が整っていて，市町村で
患者名簿を保管している．市町村によって温度差は多
少あるが，安否確認なども市町村と医療機関が連携し
ながらやっていく体制が実践されていた．
大雪災害を経験して，交通の遮断により陸の孤島に
なってしまったが，通信手段やライフラインは幸いに
も開通していた．土曜日が大雪だったので翌日の日曜
日に透析日を変更することが可能であったが，平日で
あればスライドも難しかったのではと思う．通院困難
な患者は救急車やヘリを使って来院できたが，帰りは
運んでもらえないので，帰宅困難の患者が多数出る可
能性がある．
今回のような大雪被害では，交通の遮断が最も大き
な問題になる．職員・患者の通院の問題に加えて物流
も大きく障害されるので，備蓄についても卸し業者と
のネットワークを構築し，有事に対応できるように準
備しておかなければならない．台風，地震，津波，今
回見舞われた大雪被害，さらには富士山の噴火など，
どんな災害がやってくるか予想がつかない．そうした
事態をいつも未曾有，想定外という言葉で片付けてし
まうが，こうしたことを日ごろから想定していくこと
が重要ではないかと，今回の大雪を経験して感じた．

1-2　特別講演②

「東日本大震災学術報告書について」
 （災害時透析医療対策委員会，赤塚東司雄副委員長）
昨年，東日本大震災学術報告書の一部を紹介した．
その後，約 1年かけてワーキンググループも含め活発
な議論の末，データの分析が行われた．
『東日本大震災学術報告書』はこれまでに 2編刊行図 4　透析に来院できなかった患者数

ベッド数からの推定患者数 619 名

2月15日 2月16日 2月17日 2月18日

330 名
（53.3％）

63 名
（10.2％） 22 名

（3.6％） 1名
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した（図 5）．『東日本大震災学術調査記録』について，
一次調査で操業不能とされた 315施設，4,000施設全
部からデータが集まったが，さらに突っ込んだ調査が
必要だということから，その中の 298施設に対して質
問票を送付した．298施設中 290施設（回答率 97.3

％）から回答が得られた．
機関別操業不能施設の分類表は，この時にわかった
が，操業困難中断ありという施設で 3日以内を短期と
すると，短期の操業不能施設が 223施設あり，4日以
上の長期の操業不能施設が 92施設あった．操業不能
の原因は，ライフラインの破損が 78.3％，地震，津波
による施設の損壊を含めると 90％を超えた．災害に
よって操業不能になるということは，基本的には多く
がライフラインか，施設の損壊であることがわかり，
これによって大半のことが言い尽くされてしまう．
自家発電機があったにもかかわらず，操業不能理由
が停電であったことは，実に矛盾している．自家発電
機があるということは，停電による操業不能を防止す
るためであるが，自家発電機といっても電燈のみ点灯
させる小容量のものから，透析装置を稼働させること
ができるくらいの大容量のものまであるわけで，透析
装置を稼働させることができる自家発電機と答えてい
る施設が，なぜか操業不能の理由に停電をあげていた
（表 3）．
これを分析すると，自家発電機があるのに操業不能
になった施設の比率と，自家発電機がないと回答した
のに操業不能の理由が停電であると言った施設の比率
に有意差がなかった．つまり，これは自家発電機の整
備状況によらず，ほぼ同じ確率で停電によって操業不
能になることを示しているため，このままの数字を公
表すると，自家発電機は整備しても意味がないのでは

ないかという結論が独り歩きする可能性があった．よ
って，自家発電機があるのに操業不能になった原因を
明らかにする必要性が検討され，再調査を行う結論に
至った．
またさらに衝撃的であったのが，貯水槽，井戸の有
無と操業不能理由が断水であった施設というものもま
ったく同数であったことである．
自家発電機については，整備していても停電で操業
不能となる理由として，装置稼働に必要な電力量の不
足，またはそれを得るための燃料の不足が原因として
あげられていた．燃料不足に関しては，自家発電機は
ライフラインが停止した時の有力な自助の手段だと考
えていたが，それは完全に自己完結する自助ではなく
て，途中まで共助を当てにしているシステムだったと
いうことになる．もう一つの原因としては，装置その
ものが作動しなかったことによるもので，使えるつも
りでいたのにいざ地震が起きたら自家発電機そのもの

図 5　東日本大震災学術調査報告書（赤塚東司雄氏講演資料より）

表 3　自家発電機を整備していても，停電で操業不能となる理由

自家発電機の
状況　　　　 原　　因 施設数 小計 ％

作動したが使
えなかった

透析に必要な量の発電が
できなかった

32 48 94.7

燃料が供給されず，使え
なかった

13

作動したが，配線ミスで
使えなかった

3

作動しなかっ
たので使えな
かった

揺れで破損故障した 17 25

燃料備蓄していなかった 4

原因不明で作動せず 4

使えた 使用でき，電気足りた 4 4 5.3

合　計 77 77 100
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が壊れてしまったという回答が多数あった．いずれに
しても使えなかったのは事実であり，実際には期待し
たほど自家発電機は使えなかったことがわかった．
次に貯水槽を整備していても操業不能となる施設が

50施設，そのうちには停電によるものや貯水槽の配管
損傷によるものも含まれる（表 4）．自家発電機が使
えなかった施設が 93.7％，貯水槽に至っては 100％不
能であった．
操業不能原因をまとめると，操業不能原因の 80％

はライフライン障害で，16％は施設透析機械の損壊
であった．これらは自助だけでカバーするには超える
べきハードルがあまりにも多く，これらは共助による
支援がなければ成立しない可能性が高いものであった
ことが明らかになった．供給能力が完全に毀損してい
る被災地で，そのような供給体制がとれるのかを考え
たうえで，今後はこれらを整備しなければならない．

1-3　平成 25 年度各支部災害活動報告

【岩手県】
岩手県では，東日本大震災の時に電話・インターネ
ット等の通信網が寸断された．アマチュア無線は東日
本大震災でも人命救助・救援要請等に威力を発揮．よ
って，最終通信手段にアマチュア無線（非常通信）が
有用と考え，県内すべての 45透析施設に第 4級アマ
チュア無線技士 2名を養成し，アマチュア無線機
（V・UHF車載器）とアンテナ，停電用に自動車のバ
ッテリーを配置し，すべての透析施設で社団局の免許
が下りた．県内を 9医療圏に分け，13施設を基幹施
設とし，遠距離通信用に短波帯の無線機とアンテナも
設置．短所は，運用するには免許が必要，通信するに
はある程度の通信技術が必要，周囲の地形等によって
通信距離には限りがある等がある．長所は 1対 1の通
信の他，1対多通信も可能，途中の局が情報を中継・

伝達もできる，また画像等も送信できる等がある．現
在，通信訓練として毎週火曜と木曜，13時と 15時に
無線通信（短波を含む）を行っている．
【宮城県】
平成 25年度は前会長関野宏氏の病気療養と死去に

伴い，宮城県透析医会の活動全般に一時支障が生じ，
災害対策活動も少なからず影響を受けた．しかし，平
成 26年 1月，新会長に田熊淑男氏（独立行政法人地
域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院院長）が，ま
た新設の事務局代表に佐藤壽伸氏（JCHO仙台病院統
括診療部長　腎センター内科）が推薦され就任し，現
在，透析医会組織の再編中である．そのため，今回は
宮城県透析医会というよりも，両氏が副理事長を務め
る公益財団法人宮城県腎臓協会の活動を中心に，県内
の災害対策活動状況を以下の通り報告する．

1. 宮城県内透析施設防災ブロック，地域拠点病院
の再編による災害時透析ネットワーク再構築

2. JCHO仙台病院（旧仙台社会保険病院）の災害
時役割（県内での支援完結を目指した県内透析最
終拠点病院としての役割；県内透析医療被災状況
などに関する情報拠点，各地域拠点病院への災害
対応指示命令のオペレーター，コマンダーとして
の役割）の確認

3. 東北大学病院の災害時役割（県外施設，行政組
織，日本透析医会，医学会などの組織との連絡，
調整役としての役割）の確認

4. MCA無線，衛星携帯電話デモ機による県内施設
間連絡網を用いた第 5回（3月 11日），第 6回（8

月 30日）災害時情報伝達訓練の実施
5. 県内中央（仙台 Bブロック）での多施設合同
（参加 11施設，89名）による実働避難訓練，支
援透析実施訓練

6. 透析施設災害対策における医師会，透析医会，
行政組織間の協力関係構築のために，公益財団法
人宮城県腎臓協会（理事長：吉永馨，副理事長：
田熊淑男，里見進，佐藤壽伸）内への，宮城県透
析施設間災害対策連絡協議会新設の是非を問うワ
ーキンググループ拡大会議の開催

【福島県】
平成 26年 6月 8日に福島県透析医療災害対策連絡

会議が開催され，下記について報告および協議がなさ
れる予定である．

表 4　貯水槽を整備していても断水で
操業不能となる理由 　　　　

理　由 施設数 ％

停電 15 30
水供給不能 22 44
揺れによる貯水槽・
配管損傷

10 20

その他 3 6

合　計 50 100
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1. 報告事項：災害対策現況について（各地域ネッ
トワーク代表より）
　各地区活動内容については後日報告．
2. 協議事項：災害情報伝達訓練
1）　MCA無線訓練結果報告
平成 25年 6月 18日（第 1回目）および平成 26年

3月 11日（第 2回目）に，県中地区MCA無線訓練に
合わせる形で，県，地区より全県に一斉送信しMCA

無線訓練を開催．
いずれの訓練も県中地区施設および福島県臨床工学
技士会理事在籍施設以外には通達せずに開催．

1回目の訓練では，MCA無線の送受信が，浜通り
地方の一部以外では可能であることを確認．2回目の
訓練も同様の方法で開催し，送受信範囲確認を行った．

2）　災害情報伝達手段について
MCA無線訓練結果をふまえて，伝達手段には，

MCA無線，衛星電話，透析医会災害情報ネットワー
クがあることを説明．

3）　全県訓練実施について
全県訓練実施においては，各地区での情報集計，全
県での情報集計が円滑に行われることが重要である．
そのためには情報伝達手段の的確な利用が必要となり，
衛星電話，MCA無線による情報集計，それに基づく
透析医会災害情報ネットワークの利用の訓練が必要と
なる．これらの全県訓練について協議し日程を決定す
る．

3. 透析用水の優先的供給（加配）について（請願書）
中通り地方県中地区においては，自治体に請願書を
提出し，災害時，透析用水の優先的供給（加配）につ
いて，議会での採決を得ることができた．県中地区の
活動を提示し，他地方でも同様の請願書提出を検討．

4. リライトカード運用状況について
日本透析医会から福島支部に頂いた義援金を元に，
災害および緊急時用のリライトカードを福島県内の希
望する施設に配布している．配布後の使用状況につい
ての十分な把握はできていないが，救急搬送時に役だ
ったなどの報告もされており，さらなる活用を推進し
ている．

5. 追加報告（鈴木一裕先生）
福島県では，福島県郡山市で「災害時における人工

透析施設の優先的な水道水の確保」ということで県議
会に請願を出したところ，全会一致で採択され，郡山

市，須賀川市，および鏡石町と 3市町村で請願が採択
された．
【山形県】（報告：矢吹病院，伊東稔先生）
昨年の 7月に豪雨で断水に見舞われ，透析ができな
くなるという事態があった．村山広域水道というダム
の上流で土砂崩れが起きて，水の濁度が上がり取水制
限されたことが原因であったが，施設間の連携により
透析を振り分けることができた．
この断水被害を受けて，山形市を中心とした村山地
区で災害時のガイドラインを作成し，透析施設が給水
の優先施設として認定してもらうことができた．
また，透析施設間の情報を共有するということで県
から補助が下り，透析施設に 3年間かけて衛星電話を
設置するという試みが今行われており，全施設ではな
いが，希望した施設で費用の半額を県から補助しても
らい，衛星電話の設置事業が始まった．
【栃木県】
1. スカイプ伝達訓練（2013年 8月 6〜8日）
栃木県では 2012年より各透析施設に呼びかけ，災

害時情報伝達手段の一つとしてスカイプを使った情報
伝達訓練を年に 1回行っている．ゲーム形式でスコア
を付けて点数を競い合う形式．

2. 災害時情報ネットワーク訓練（2013年 8月 31日）
栃木県では 2012年より県内を六つの地域ブロック
に分け，各ブロックに代表施設を置き，災害が起きた
場合にはまずブロック内の代表施設に情報を集め，そ
の後，県代表施設に情報を集約することとしたので，
それに従った形の訓練としている．

3. 栃木県透析医学会シンポジウムで報告（2013年
9月 28日）

「県内透析施設の地震対策について」〜アンケート
再調査結果を踏まえて〜
同内容を本年の日本透析医学会でも発表した．栃木
県では四つの地震対策のうち，供給装置，RO装置の
固定化率が，震災前 27％→震災後 42％とまだまだ低
く，引き続き対策の重要性を呼びかけていく．

4. 栃木腎カンファランスで報告（2014年 3月 20日）
「栃木県透析医会における災害対策の現状」
東日本大震災以降の，栃木県透析医会の活動を報告
した．2011年 9月に災害対策のワーキンググループ
を立ち上げ，2012年 5月まで全 7回にわたって議論し，
以下を決定した．
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①　県内ブロック制と情報ネットワークの構築
②　新たな情報伝達手段として，スカイプの整備と
普及
③　非常用電源の整備と普及
④　「災害時透析医療ガイドライン」を改定
【茨城県】
茨城県では，県内の透析医療機関に従事する医療関
係者の相互の親睦を図り，透析治療法の研究・教育を
行うことを目的として，昭和 49年より茨城人工透析
談話会が発足した．同会では毎年 1回研究会を開催し
研究発表の場を設けるとともに，施設長会議を開催し，
透析医療機関の施設長が集まり会の運営を協議し意見
交換を行ってきた．これまでにも透析医療における災
害対策は討議されてきたが，平成 23年 3月の東日本
大震災での被災地としての経験をふまえて，平成 24

年 1月に茨城透析談話会　災害対策委員会が開催され，
災害対策について協議が行われてきた．
平成 25年度からは，この災害対策の事業を継承し

対応する機関として，平成 25年 11月の施設長会議で
茨城透析医災害対策連絡協議会が発足することが提議
され，承認された．また同会の会長は，筑波大学医学
医療系臨床医学域腎臓内科学教授，山縣邦弘氏が就任
する事で承認された．
引き続き平成 25年度茨城透析医災害対策連絡協議

会総会が開催された．同会においては，透析医療機関
に従事する医師相互の交流の場とすることとともに，
災害時の透析難民を出さないために県内の全透析施設
の参加を目標とすることと，茨城県保健福祉部と災害
対策について連携し，年 1回合同会議を開催し情報共
有，意見交換を行う方針が示され，承認された．
その他，平成 25年度の業務として，透析施設のメ

ーリングリストの作成を呼びかけ，構築を開始した．
このメーリングリストは，茨城透析医災害対策連絡協
議会事務局が県からの報告を基に作成するリストと，
茨城県臨床工学技士会が作成するリストの二つを作成
し，双方を活用することで情報がより広く行き渡るこ
とを目的とした．
また，大規模災害時に対応できる災害透析基幹病院
を制定することとし，県内の保健所管轄区分を考慮に
入れた地区別に災害透析基幹病院を制定し，同施設の
透析責任者を茨城透析医災害対策連絡協議会の役員に
任命した．

【千葉県】
1. 災害対応
1）　台風 26号
平成 25年 10月 16日の台風 26号では，東京，栃木，
千葉県で 40施設の情報登録があった．雨漏りで透析
室が浸水し，透析不可となった施設が 1施設．スタッ
フが来院できず透析開始時刻遅れが 2施設あった．透
析不可となった 1施設は，被災当日中に復旧，被災日
の透析患者は翌日に透析を行った．

2）　利根川への臭気物質の流出
平成 25年 11月 15日の夕方，栃木県の湖沼から臭
気物質の 2メチルイソボルネオールとジオスミンが高
濃度（100 ng/L）で利根川に流出したと下流の施設よ
り電話連絡を受けた．情報収集を行ったところ，当該
物質は浄水場で処理できるため，対応不要とのことで
あった．

2. 災害時情報伝達訓練
第 14回全国訓練の実施にあわせて実施．参加施設

は過去最高の 148施設中 114施設（参加率 77.0％）で
あった．情報伝達の FAX 2通が一時行方不明となり
情報登録ができなかった事象が発生し，今後 FAXで
の情報収集を中止する意向となった．
平成 26年 4月 25日に千葉県・茨城県合同災害時情
報伝達訓練を行った．利根川が化学物質の汚染で断水
が発生したことを想定に行った．参加施設は，千葉県
148施設中 89施設（参加率 60.1％），茨城県 76施設
中 32施設（参加率 42.1％），東京都 1施設であった．

3. 情報中核病院担当者会議
本年度から 2年間，千葉県透析医会から千葉県臨床
工学技士会に災害時情報ネットワークの運用を委嘱さ
れ，平成 25年 7月〜平成 26年 5月まで 7回の会議を
開催した．
【山梨県】
1. 第 14回日本透析医会災害時情報伝達訓練
上記訓練を平成 25年 8月 30日（金）に実施．全

33施設中 25施設が参加，8施設が不参加．インター
ネットで県下各施設と日本透析医会本部に情報伝達し
た．併せて，山梨県透析医会においては衛星携帯電話
を使って県下各施設と個々に情報伝達および連絡を取
り合った．

2. 自然災害（大雪）に対処
2月 14日（金）から 15日（土）にかけて，積雪が
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甲府盆地で 120 cm，山間部で 200 cmという大雪に見
舞われた．衛星携帯電話を使って県下 33の全施設に
アンケートを実施．ほとんどの施設では土曜日の外来
透析を中止し，日曜日に順延．患者の通院はもとより，
職員の通勤も困難な状況であった．通常スケジュール
に戻るのに 3日かかった．各施設からは行政（県，市
町村）への要望が多く，①除雪が大幅に遅れ多数の患
者が通院困難に陥ってしまった，②通院困難者の移送
がスムーズに行えず，移送中での死亡例が出てしまっ
た，③県・市町村間での連絡がまったく取れていなか
ったなど，危機管理体制の充実であった．
【長野県】
1. 長野県では，平成 25年 8月 30日に日本透析医

会第 14回情報伝達訓練を行った．当会非会員施設へ
も訓練参加を積極的に呼びかけた結果，非会員 9施設
のうち 8施設に参加いただき，会員施設と併せ過去最
高 69施設の訓練参加となった．
訓練後には災害時委員会を開き，情報伝達 FAX用

紙の抜本的見直し，および災害時の医療機関同士の連
絡手段，患者への連絡手段等について検討し，具現化
することを 26年度の課題とした．

2. 昨年度に引き続き「災害緊急時透析情報カード」
の作成を行い，前年度未作成施設分および新規患者分
として約 1,000名の患者へ配布した．
【富山県】
平成 25年 8月 30日に，日本透析医会災害情報ネッ
トワークの災害時情報伝達訓練に参加して，43施設
中 37施設（86％）が情報発信した．今年度は，①透
析施設内での情報共有を意識する，②受け入れ基準を
現実的に考える，の 2点を訓練の目的とした．その結
果を受けて，平成 26年 3月 9日の第 8回富山県透析
医会講演会で，富山県統一受け入れ基準策定のアンケ
ート調査を実施した．同講演会では，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の清元
秀泰教授に，「東日本大震災から学んだ透析医療の盲
点と東北大学が目指す創造的復興」を行っていただい
た．
【兵庫県】
我々は，当初，日本透析医会と神戸商船大学（現在
は神戸大学海事科学部）とで始めた災害時医療支援船
構想を引き継ぎ，神戸大学の他に，兵庫県難病団体連
絡協議会，兵庫県腎友会，兵庫県臨床工学技士会，兵

庫県透析従事者研究会の皆様と共に，災害時において
被災地から周辺地へ透析患者を安全に（搬送）避難さ
せ，維持透析が無事継続できるシステムの構築に取り
組み，会議を重ねている．独自にメーリングリストを
用いた訓練も行い，東日本大震災の折には，発災後約
2日で，兵庫県内における被災患者受け入れ可能施設
の取りまとめが完了できた実績も持っている．
最近では兵庫県医師会も参加し，「災害時医療支援

船構想推進協議会」として行政にこの活動を認めさせ
ることにも取り組み，より現実的に進むよう協議を続
けている．その成果の一つとして，全国に先がけ兵庫
県が「大規模災害時においての船舶活用」を地域防災
計画に明記をしていただけた．
【広島県】
広島県では，平成 16年 8月に広島県災害時ネット

ワークメーリングリストを作成した．同年より，中国
地区合同透析医療災害対策会議が立ち上げられ，この
会議が中心となって，中国ブロック 5県合同ホームペ
ージを開設している．このホームページは年々バージ
ョンアップされ，現在では，ネット上で患者移送のや
り取りが一覧表示で簡単に行えるようになっている．
日本透析医会災害時情報伝達訓練に参加するだけで
なく，中国 5県では，合同で中国地区災害時情報伝達
訓練を実施している（http://www.gis.or.jp/otb）．今
年度は，8月 29日に中国 5県合同災害情報伝達訓練
を行った．広島県全登録 81施設のうち 46施設が参加，
参加率 56.8％であった．
【高知県】
1. 高知県透析医会名簿改定（施設担当者，メール
アドレス更新）

2. 災害時情報伝達訓練参加（2013年 8月 30日）
残念ながら本年は，高知県内 39施設中 19施設の参
加に留まった．次回は，会員施設に早めに連絡を行い，
周知徹底する予定．

3. 高知県内透析患者実態調査（2013年 4月）
高知県とともに，透析施設毎に患者の実態調査を行
い，施設単位での自力通院，車いす搬送，寝たきり患
者数の把握をした（施設単位での詳細は非公表）．こ
れを，さらに行政単位での居住地域毎に振り分け，災
害時に搬送などの対応必要患者数の基礎データとして
把握した（公表，2014年度も継続予定）．

4. 人工透析患者災害時支援検討会の開催（2013年
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2月 3日）
高知県と透析医会，腎不全看護研究会，臨床工学技
士会とで，以下のことを検討し，災害時の災害対策本
部と透析医会の関係，役割分担について検討を行った．
今年度も継続予定（2014年 6月 2日開催予定）．

1）　南海地震発生時の患者支援について
2）　災害時支援体制について
（1）　患者情報の把握と集約について
（2）　医療情報の把握と集約について
（3）　患者情報と医療情報のマッチングについて
（4）　広域搬送
（5）　県内での医療体制

3）　平成 26年度の取り組み（案）について
【福岡県】
1. 行政との連携
福岡市および北九州市では医師会専門医会として活
動し，県医師会で改定中の福岡県災害医療救護マニュ
アルに透析医療を組み込む活動を進めている．今後玄
海原発事故を想定し，県行政との連携を進める．

2. 組織化
九州全県の透析医会役員等が集った第 17回九州透

析医療セミナーにおいて，各県透析医会の連絡協力体
制を目指して “九州透析医会”が設立された．

3. 情報連絡訓練
筑後地区での地震発生を想定し，参加状況は 105/145

施設（72.4％）であった．封書宛名に当会 IDを印刷
して HPログイントラブルが減った．

4. 教育
安全対策セミナーを毎年開催している．本年度は

「当会災害対策の説明」と「原子力発電所事故が起き
た時のために―スタッフが知っておくべき知識―」
（救急救命九州研修所教授 郡山一明先生講演）を行っ
た．当会災害対策の説明の DVDを作成して遠方の北
九州ブロックで上映会を実施し，セミナー未参加者へ
の対策の周知を図った．
【佐賀県】
1. 災害発生時における人工透析医療機関連携マニ
ュアルを作成している．

2. 半年に 1回，県内の全透析医療機関があつまり
施設長連絡会議を行っている．2013年 7月 11日と
2014年 2月 27日に行った．

3. 県内を三つのブロックに分け，電話と FAXと E

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

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

5. 佐賀県救急医療情報システムに登録し，必要時
に県民への医療情報提供を行える準備を構築している．
【長崎県】
長崎県透析医会におけるこの 1年間の災害対策活動
は，昨年 10月に幹事会を開催し，災害発生時の対策・
対応などの話し合いを行った．
災害時連絡体制について日頃からの訓練の重要性を
再認識し，長崎大学病院血液浄化療法部を中心に，不
定期ではあるが，透析災害連絡網を活用し，メールを
利用した訓練を行っている．さらに現在，長崎県腎臓
病患者連絡協議会とも連携をとり災害時対策について
検討している．今後も各種災害対策における課題をひ
とつずつ解決していきたいと考えている．
【熊本県】
1. 熊本県透析施設災害対策名簿録の更新（第 5版）
熊本県透析施設協議会災害対策マニュアルの更新

（第 4版）
2. 平成 25年 1月に開催された九州透析医療セミナ
ーの場で検討を依頼された「もし地震等のため玄海原
発で事故が起き，佐賀県や福岡県の透析患者が熊本県
へ避難を希望した場合，熊本県としてどう対応するの
か？」に関して熊本県庁にて話し合いを行った．①透
析患者の優先度が高いことは承知しているが，県の基
本姿勢として透析患者というだけで優先的に受け入れ
ることは困難．一般住民も同時に受け入れることにな
る．②一般住民の受け入れという点からも，受け入れ
要請は福岡県や佐賀県の知事から熊本県知事に直接要
請してくれるのがベストであり，県職員としても動き
やすいなどの意見が出た．

3. 第 7回熊本県透析施設協議会災害対策講演会
平成 24年 8月 29日開催
特別講演：「福島県内透析施設の災害対策」
講師：福島県立医科大学医学部　腎臓高血圧・糖尿

病内分泌代謝内科講座　中山昌明教授
参加者 280人
4. 情報伝達訓練
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平成 25年 8月 30日に “熊本県北部にて震度 6弱の
地震が発生し城北ブロックの施設にて被害がでた”と
の想定で情報伝達訓練を行い，熊本県下 94施設の内
87施設が参加．
【大分県】
大分県では，日本透析医会災害情報伝達訓練に参加
を呼びかけることを通じて日本透析医会への加入，連
絡網の整備という作業を続けてきた．また大分県にも
医療情報ほっとネットというネットワークがある．
情報伝達訓練のお知らせには大分県医師会，大分県
福祉保健部健康対策課，大分人工透析研究会，大分県
臨床工学技士会の長の名前をお借りして，呼びかけを
してきたが，昨年 8月 31日に実施された第 14回災害
情報伝達訓練の参加は，県内透析施設 73施設の内ま
だ 34施設であった．透析医会加入施設の連絡網はで
きているが不十分なので，大分県臨床工学技士会の災
害情報ネットワークと協力し，また行政から全透析施
設 73に対して透析の責任者，連絡係，電話番号，
FAX番号，携帯の電話番号，PCアドレス，携帯のア
ドレス，災害時の患者受け入れ可能数など調査して頂
いた．各保健所も協力していただけるようになった．
本県の日本透析医会への加入は少ないが，今後は日
本透析医会に本県のホームページを作成したいと考え
ている．
【宮崎県】
1. 災害時の代替透析に備え，各施設ごとの透析患
者の透析条件を含めた情報をデータベース（宮崎大学
のサーバーを利用）に蓄積しクラウド化した情報を，
広域の災害時に代替施設に配信するシステム化を，宮
崎大学医学部医療情報課と構築．年内に実施予定．

2. 長期断水が広域で発生した時には給水車では供
給が間に合わないため，大量の水の供給のためには地
下水プラントが必要となる．同プラントは個人の施設
での建設は困難であるため，大規模透析施設と災害拠
点病院となる県立病院での設置が望まれる．したがっ
て，同計画への予算配分について県医師会を通じて宮
崎県に申し入れた．結果，三つの県立病院のみへの予
算がおり，民間病院への補助はおりなかった．

3. 重大な災害時には緊急かつ大量の患者移動（市
や県を超えた移動）の必要が予想されるため，宮崎県
バス協会にその趣旨を説明し協力を申し入れた．本年
度中に “協力にかんする覚書”をバス協会とかわす予

定．今後は集合場所の検討も必要．

1-4　平成 25 年度活動報告

森上辰哉委員から下記 3項目の平成 25年度活動報
告があった．
①　第 14回災害情報ネットワーク会議
関係各位 68名の出席で開催された．特別講演とし

て本会委員長・山川智之先生，および副委員長・赤塚
東司雄先生に東日本大震災学術調査について講演をい
ただいた．これら講演の内容は，医会雑誌 2013年 28

巻 3号に会議報告として詳細を記しているので，ご参
照いただきたい1）．
②　第 14回災害時情報伝達訓練
情報伝達訓練の都道府県別参加施設は，41都道府県，

42地域で，総数で 1,564施設に参加いただき，第 1回
が 2000年に開始されて以来，最高の参加者数となっ
た．
同時に行った衛星携帯電話の送信訓練では，

2005年の災害時医療支援船事業を契機に配備された
16台を対象としたが，それ以外に都道府県単位で管
理している衛星電話を所有している施設 7件も同時に
参加いただいた．その結果，日本透析医会が配布して
いる衛星電話の機種が古く，これらに比較して各都道
府県単位で所有する比較的新しい衛星携帯電話の電波
状況が良好であった．
③　平成 25年度災害時情報伝達実施の件
平成 25年度災害時情報伝達が実施されたのは，4

月 13日，淡路島における震度 6弱の地震を始めとし
て 1年間で 6件，そしてその他，山形県の豪雨による
断水，および関東甲信地方を中心とした豪雪被害を含
め，全 8件の災害についてネットワークが立ち上がっ
た（表 5）．

表 5　平成 25 年度に災害時情報伝達が実施された災害

2013年
　4月 13日　　兵庫県淡路島における震度 6弱の地震
　4月 17日　　東京都三宅島近海で震度 5強の地震
　5月 18日　　宮城県中部で震度 5強の地震
　7月 18日　　山形県豪雨による取水停止
　8月 4日　　宮城県沖で震度 5強の地震
　9月 20日　　福島県浜通りで震度 5強の地震
2014年
　2月 14〜16日　　関東・甲信地方を中心とした豪雪被害
　3月 14日　　愛媛県を中心に震度 5強の地震
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また，本年から日本臨床工学技士会が 47都道府県
すべてを組織している強みを生かす目的で，情報メー
リングリストに技士会として参加することとなった．
すでに登録している 153名に，この度新たに登録した
153名を含め，計 306名の臨床工学技士が登録され，
さらに正確かつ迅速な情報伝達が期待される．

1-5　平成 26 年度活動計画

昨年度と同じく委員会活動の 3本柱として，①第
15回災害情報ネットワーク会議の開催，②第 15回情
報伝達訓練，③災害発生時の情報伝達，を中心に活動
していく．また，災害時の情報共有体制の整備につい
ては，臨床工学技士会が加わったことを含めて，さら
に整備していきたい．

1-6　第 15 回情報伝達訓練等実施について

第 15回災害時情報伝達訓練については，本年 9月 1

日（月曜日），10時から 23時を予定している．対象
は透析医会会員，非会員は問わず全透析施設とする．
情報送信方法としては，地域における情報伝達網を活
用し，地域情報伝達用ホームページ，または本部ホー
ムページに施設情報を登録する．訓練に当たって，各
支部で策定したシナリオ，また各施設で想定したシナ
リオを作成して送信してもらう．
衛星携帯電話による通信訓練については，16件の
衛星携帯電話を配備している施設以外の参加も考えて
いくということであったが，今回は基本的にはこれま
で通り 16件に限定する．

● 出席者からの質問
 （千葉県臨床工学技士会，石丸昌志氏）
本年 4月に茨城県・千葉県合同で災害情報伝達訓練
を臨床工学技士会で独自に行った．そのさい，本来医
会がないので参加できないとのことであったが，でき
ればこうしたシステムは，独自で臨床工学技士会がや
った場合にもシステムを活用させていただきたい．

● 出席者からの質問に対する回答
 （山川智之委員長）
今までの対応の趣旨としては，日本透析医会がある
程度財源を使って整備したものということで，基本的
には日本透析医会が直接関係のある医会と支部に限る
という考え方でやってきた．しかし，臨床工学技士会

にコーディネーターをお願いしている関係上，基本的
には前向きに考えたいと思う．これは臨床工学技士会
の災害のほうを通す形，支部レベルで，あるいは支部
の下のレベルで整理できない部分があるので，森上委
員を通して受ける形にさせていただきたい．

● 出席者からの報告
 （東京女子医科大学，秋葉隆先生）
東京都の区部災害ネットワークの支部報告をここで
報告させていただく．

4月の末に東京都が災害時の透析医療マニュアルと
いうのを改定した．これは，前回の東日本大震災での
患者の受け入れの教訓を反省したうえで作り直したも
ので，すべて都内の施設には配布された．内容として
特筆すべきところは，遠距離への避難，および遠距離
からの避難者の受け入れであり，行政・医会ネットワ
ーク・各施設との役割分担，さらに県への要請など，
役割分担を詳細に書いたものができあがり，現在，東
京都区部災害時ネットワークのウェブサイトで閲覧で
きるようにしてある．

2　第 15 回情報伝達訓練実施報告

平成 26年 9月 1日（月曜日）に第 15回情報伝達訓
練を実施した．結果は以下の通りである．方法は例年
通り，地域における情報伝達網を活用して，地域情報
伝達用ホームページまたは本部ホームページ（http://

www.saigai-touseki.net/）に施設情報を登録した．
また，イリジウム衛星携帯電話が配備されている支
部災害情報ネットワーク委員には，本部および副本部
一般電話との通話と，災害情報本部宛に電子メール送
信を依頼した．

2-1　結　果

（1）　参加施設数
参加施設は，直接本部ホームページに入力した施設
数が 40都道府県，41地域で，中国 5県と石川県，沖
縄県が独自に行った訓練参加施設を加えて，計 1,576

施設と昨年度の 1,564施設を 12件上回り，2000年の
訓練開始以来，過去最高の参加となった（表 6, 7）．

（2）　動作状況
動作状況については，訓練の直前にホームページの
機能向上を目的にシステムを変更したため，情報送信
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データの施設名が空白（7件）になっていた，メーリ
ングリストでメールループが発生した，またはサーバ
ーのセキュリティー強化をしたため，本部内ホームペ
ージにアクセスができなくなった，などの不具合が発
生した．いずれの事象も管理会社に対応をしてもらっ
たので，現在は回復している．

（3）　イリジウム衛星携帯電話を用いた通話および
電子メール送信訓練

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

ルの送信を行った．
通話訓練では本部へ 6件，副本部へ 7件が発信，メ
ールの送信は 7件であった．通話・メールのいずれも
50％以下の参加率であった．

おわりに

閉会にあたり，日本透析医会杉崎弘章専務理事より
下記のような挨拶があった．
「本日のまとめとして，1番目にこれまで構築して
きた災害情報ネットワークは医師中心であったが，東
日本大震災でのボランティア派遣等の経験から，臨床
工学技士の協力が非常に重要であることがわかった．
これらのことから，情報メーリングリストに臨床工学
技士会の 306名を登録していただき，今後このネット
ワークがよりバージョンアップするだろうということ
を報告させていただいた．

2番目は自家発電の件．赤塚先生から衝撃的なご報
告をいただいたが，情報の送受信には電源が必要なの
で，最低バッテリーくらいは透析施設で持っていても
いいのではないか．巨大な自家発電装置を持って自施
設で対応するというよりは，支援治療については，災
害拠点病院と透析拠点病院を分けて対応できるように
検討していきたい．
最後に，9月 1日の災害伝達訓練では，ぜひ多くの
方々に参加いただき，ネットワークをより強固にした
いと考える．」
阪神淡路大震災での被災経験を教訓として発足した
災害時情報ネットワークも本年で 15年が経過した．
その間，本邦では数多くの大規模災害に見舞われ，透
析施設も多くの被害を受けてきたが，一方では本ネッ
トワークの活動により，これらの対応に役立ったこと
は多くの実績から証明されている．しかしながら，ま
だまだ整備していかなければならないことも数多くあ
り，今後も引き続き，より精度の高い災害時情報ネッ
トワークの構築に取り組んでいかなければならない．

文　　献

1） 森上辰哉，岡田直人，山川智之，他：第 14回（公社）日
本透析医会災害情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実
施報告．日透医誌，28； 423-438，2013．

表 6　都道府県別参加施設数

北海道 ＝ 6 福井県 ＝ 3 岡山県 ＝ 64
青森県 ＝ 3 山梨県 ＝ 32 広島県 ＝ 50
岩手県 ＝ 6 長野県 ＝ 74 山口県 ＝ 44
宮城県 ＝ 45 岐阜県 ＝ 4 鳥取県 ＝ 29
山形県 ＝ 32 静岡県 ＝ 3 香川県 ＝ 17
福島県 ＝ 48 愛知県 ＝133 高知県 ＝ 33
茨城県 ＝ 18 三重県 ＝ 5 福岡県 ＝123
栃木県 ＝ 44 京都府 ＝ 30 長崎県 ＝ 11
千葉県 ＝106 大阪府 ＝ 95 熊本県 ＝ 91
東京都 ＝ 96 兵庫県 ＝ 19 大分県 ＝ 27
神奈川県＝ 39 奈良県 ＝ 1 宮崎県 ＝ 49
新潟県 ＝ 38 和歌山県＝ 1 鹿児島県＝ 30
富山県 ＝ 43 島根県 ＝ 19 沖縄県 ＝ 34
石川県 ＝ 31

東京都三多摩：70，東京都区部 26

表 7　災害情報伝達訓練参加施設数

参加地域数 参加施設数

●第 1 回（2000年 7月 7日実施） 18 99
● 第 2 回（2001年 7月 6日実施） 23 190
● 第 3 回（2002年 9月 3日実施） 19 131
● 第 4 回（2003年 9月 3日実施） 25 275
● 第 5 回（2004年 9月 2日実施） 28 488
● 第 6 回（2005年 9月 1日実施） 29 614
● 第 7 回（2006年 8月 31日実施） 35 601
● 第 8 回（2007年 9月 4日実施） 32 743
● 第 9 回（2008年 9月 2日実施） 41 902
● 第 10回（2009年 9月 1日実施） 42 1,151
● 第 11回（2010年 9月 1日実施） 40 1,180
● 第 12回（2011年 9月 1日実施） 42 1,249
● 第 13回（2012年 8月 31日実施） 45 1,440
● 第 14回（2013年 8月 30日実施） 41 1,564
● 第 15回（2014年 9月 1日実施） 41 1,576
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要　旨

平成 26年 2月 14日（金）から 2月 15日（土）ま
で関東甲信地方で降り続いた雪は，各地に甚大な被害
をもたらし，特に山梨県甲府市では観測史上初となる
122 cmの積雪となった．主要道路，鉄道等が不通と
なった事で交通と物流が完全に麻痺し，脱出も救出も
できない陸の孤島を経験する事になった．透析医療に
おいても，医師や職員の通勤困難，透析患者の通院帰
宅困難，情報不足，ダイアライザや透析液などの物品
不足の危機など崩壊寸前まで追い込まれた．そこで，
今回の雪害に対する山梨県内透析施設の状況や対応，
問題点をアンケート結果から分析し，今後必ず起こる
と言われている大規模地震に繋げる対策と課題につい
て報告する．

はじめに 
　　　――　当時の状況

平成 26年 2月 14日（金），大雪注意報や大雪警報
も発令されていない中，前週降った雪による被害が少
なかった事からか，大雪に関する警戒心も薄れていた．
しかし，翌朝には積雪のため幹線道路は通行できず，
高速道路は閉鎖，鉄道も不通となり，交通網が完全に
麻痺していた．山梨県は盆地という地形で，しかも空
港も港もないため鉄道，道路が寸断された事で陸の孤
島と化した．除雪車やラッセル車などの雪に対する備
えは乏しく，除雪も人力で行うしかなかった．除雪作

業の遅れから，自宅からの交通手段が閉ざされ，移動
は雪をかき分けながらの徒歩を余儀なくされた．
雪は 2月 15日（土）夕方まで降り続き，山梨県甲

府市で観測史上初の 122 cm，富士吉田市など郡内地
域で 150 cmを超える積雪を観測した（図 1）．翌 2月
16日（日）は雪も止み天気も回復したが，除雪はまっ
たく進まず，交通は相変わらず途絶えたままであった．
主要幹線道路，高速自動車道，鉄道も不通が続いたた
め，県内，県外からの物流も止まり，コンビニエンス
ストアや飲食店などに食糧や物資の不足も出始めてき
た．幸いにも通信，電気，水道などのライフラインの
途絶はなかったが，知事以下主要役人が登庁できず，
災害対策本部の設置が遅れていたため，大雪に関する
情報が不足した．また，世間は冬季オリンピックニュ
ースばかりで，山梨の危機的情報の発信は難航した．

2月 17日（月），ようやく，県災害対策本部が設置
され，13市町村，1,800世帯の孤立，帰宅困難者 1,200

医療安全対策

大雪災害を大規模地震に繋げる

石井仁士　
甲府城南病院/山梨県臨床工学技士会

key words：雪害，陸の孤島，通院困難，災害対策

Let’s improve the risk factor associated with a large scale earthquake-disaster by the experience of heavy snow
Yamanashi Association for Clinical Engineering/Kofu Jonan Hospital
Hitoshi Ishii

図 1　大雪を伝える地元紙
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名，農業用ハウス 8割倒壊など，被害状況が明らかに
なってきた．医療機関では，医師や職員が出勤できな
いため診療中止が相次ぎ，患者への来院自粛も呼び掛
けられていた．2月 18日（火），中央高速自動車道は
まだ不通だが，鉄道は部分運転が開始され，ヘリコプ
ターによる物資の輸送や他県からの救援が始まり，災
害救助法が適応され，自衛隊の支援により，急速に交
通と物流が回復し復旧していった．今回の雪害で最終
的に 5名が死亡し，渋滞に巻き込まれた透析患者 1名
が死亡した．

1　透析医療への影響

透析施設も医師や職員が出勤不能となり，辛うじて
徒歩通勤できる人も長時間の徒歩通勤で疲労し，さら
に少数の職員での対応を余儀なくされた．もちろん，
多くの透析患者も通院困難となり，予定透析日のスラ
イド，他施設での治療，山梨県内で足止めされた県外
透析患者の臨時透析など多くの施設に影響を及ぼした．
また，物流が途絶えたため，一部施設でダイアライザ
や透析液が不足し，近隣施設から貸し借り対応を行い，
多くの施設で材料の備蓄に不安を覚えた．

2　透析施設雪害アンケート結果

今回の雪害に対して，山梨県臨床工学技士会はメー
リングリストを使用し，透析施設を中心に雪害アンケ
ート調査を行った．その結果，山梨県内 33透析施設
中 23施設から回答が得られた（回答率 69.7％）．2013

年日本透析医学会会員名簿より集計すると，回答施設
総ベッド数 619床，回答施設透析患者数 1,542名であ
った．

2-1　アンケート内容と回答

アンケート内容とそれに対する回答を図 2〜13に
示す．また，以下のような記載があった．
①　管理職が出勤できない．勤務している人だけで
頑張っている．
②　ダイアライザーなどの物品は確保しているが，
透析液の在庫が 2, 3日でなくなる．
③　透析液の備蓄がないので，3時間透析，装置の
自己診断をやめている，透析液流量を少なくして
いる，ガスパージの回数を減らしているなどの対
応をしている．

④　直送の透析液が金曜日までしかない．
⑤　救急車で来院したが，帰宅できない患者が多数．
⑥　雪かきで業務ができない．
⑦　一部透析液が不足した．
⑧　透析日をスライドした施設が多かったが，情報
があれば患者依頼がスムーズであった．
⑨　除雪の対応が遅すぎる．

図 2　大雪当日（平成 26 年 2 月 15 日（土））の透析の実施

透析中止 17.4%　透析実施 82.6%

中止した施設
実施した施設

4施設

19 施設

図 3　大雪翌日（平成 26 年 2 月 16 日（日））の透析の実施

実施した施設 100％

実施
実施しない

0

23 施設

図 4　透析に来院できなかった患者がいた施設数

2/15（土） 100％
2/17（月）26.1％

2/16（日）78.3％
2/18（火） 4.3％
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⑩　救急車を利用し帰宅困難になった患者の対応を
検討したい．
⑪　消耗品の確保に不安を覚えた．
⑫　これが地震による災害であったらと考えると何

もできなかったと思う．
⑬　陸の孤島を経験し，しっかりと振り返りそれを
教訓に対策を考える必要がある．
⑭　透析日程を変更して対応．週 3回透析患者で最

図 5　透析に来院できなかった患者数

2/5（土）53.3％
2/17（月）3.6％
（ベッド数からの推定患者数 619 名として計算）

2/16（日）10.2％
2/18（火） 0.2％
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図 6　救急車を利用して来院した患者がいた施設

救急車を利用して来院した施設　70％　
救急車は利用しなかった施設　　30％

救急車使用
救急車使用なし

16施設

7施設

図 7　救急車を利用して来院した患者数

救急車を利用した患者数　81名 13.1%
（ベッド数からの推定患者数 619 名として計算）

救急車で来院した
その他

81名

538 名

図 8　Dr ヘリや自衛隊のヘリコプターを利用して来院した
　　  患者がいた施設

ヘリコプター使用あり　13％

あり
なし

3施設

20 施設

図 9　Dr ヘリや自衛隊のヘリコプターを利用して来院した
　　  患者数

ヘリコプターを使用して来院した患者 1.3%
（ベッド数からの推定患者数 619 名として計算）

ヘリコプター
その他

8名

611 名
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大 4日空き，週 2回透析患者で 6日空きが発生し
た．
⑮　透析液の在庫が少なく，透析液流量を減らし透
析時間を 3時間とした．
⑯　CPAで亡くなった患者がいた．

2-2　アンケート結果の概要

アンケート結果から，大雪当日，透析を実施した施
設は，近隣患者や入院患者を対象に治療を実施してい
る．中止を決めた施設は，医師，職員の不足や，患者
も通院不能と判断し治療中止を決定し，翌日曜日，臨
時に透析日をスライドさせ通院困難患者の対応を行っ
ている．また，すべての施設で通院困難の患者が発生
した．2/15（土）53.3％，2/16（日）10.2％，2/17（月）
3.6％，2/18（火）0.2％の患者が通院不能となり，最
大治療間隔，週 3回透析患者で 4日間空き，週 2回透

析患者で 6日間空きの患者が発生した．
さらに，孤立集落や自力通院できない患者は，最終
的に，救急車や Drヘリ，自衛隊ヘリコプターなどに
救助を要請し，なんとか来院した．しかし治療終了後，
帰宅困難となる患者が多数発生し，入院や旅館・ホテ
ル，処置室，外来などで待機してもらうなど，多くの
施設が対応に苦慮した．
観光や仕事などで山梨県内に取り残された透析患者
や，自施設には通院困難な他施設の透析患者を受け入
れた施設が 60.9％と半数以上あった．しかし，他施
設の情報や近隣の交通情報などが少なかった事で，治
療がスムーズにいかなかった例があった．
また，透析液や生食など，一部施設で物品不足が生
じ，他施設との貸し借りが行われた．多くの施設でダ
イアライザや血液回路等の備蓄，特に生食や透析液な
どの液物の備蓄に不安を覚え，透析時間の短縮，透析

図 11　帰宅困難となった患者がいた施設

帰宅困難となった患者がいた　　　　56.5%　
帰宅困難となった患者はいなかった　43.5%

あり
なし

13 名

10 名

図 12　帰宅困難となった患者数

帰宅困難となった　11.5%
帰宅できた　　　　88.5%
（ベッド数からの推定患者数 619 名として計算）

帰宅困難
帰宅できた

71名

548 名

図 13　帰宅困難患者の対応（複数回答）
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図 10　他施設の患者を受け入れた施設

受け入れた施設　　　　　60.9%　
受け入れが無かった施設　39.1%
受け入れた患者総数　　　 64 名

受け入れた
受け入れなかった・
依頼がなかった

9施設

14 施設
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液流量の削減などの対策を講じていた．

3　情報通信

今回の雪害では，災害対策本部の設置が遅れていた
ため情報が不足した．透析医療においては，日本透析
医会災害情報ネットワークや日本臨床工学技士会都道
府県メーリングリストでの情報の発信，山梨県透析施
設 33カ所に設置されている衛星携帯電話により情報
収集も行われていたが，今後は，県内外に積極的に情
報発信する事が重要である．
患者情報は，山梨県健康増進課による災害時透析患
者支援体制整備事業（図 14）による，患者情報要保
護者名簿の活用もあるが，各市町村により対応に温度
差があったようだ．今後は通院困難患者の把握につい

ては，医療機関と市町村との連携を密にし，患者安否
情報確認の対応を計画する必要がある．また，災害対
策本部設置の遅れによる情報不足には，facebookや
Twitter，LINEなどの SNSによる情報が速く伝達され，
今後は通信障害発生時などを想定し SNSを有効活用
する事が必要と考えられた．

4　物品対策

今回の雪害では，一部施設での材料不足や多くの施
設で備蓄に不安を覚えたが，医療機関での材料備蓄量
は施設により 3〜7日間と様々なのが現状である．ダ
イアライザや血液回路はスペースの確保も容易で数多
く備蓄可能であるが，透析液や生食などのスペースの
確保が困難な物品は備蓄量も少なく不足した．今回の

図 14　災害時透析患者支援体制整備事業

市町村

市町村
①患者情報の要保護者名簿整備
②平時に支援計画等を作成
③要援護者名簿を更新

市町村

医療機関

医療機関
①患者に事業を説明し，情報提供の
　同意を得る
②患者情報を健康増進課（管轄保健
　所経由して市町村）へ提出

山梨県健康増進課
災害時透析患者支援体制整備事業（市町村別マップ作製）
①患者情報の市町村別，医療機関別の名簿を作成
②患者会への説明，協力依頼

医療機関

図 15　災害時透析物品確保対策

山梨県臨床工学技士会
事務局

山梨県臨床工学技士会
メーリングリスト

山梨県医薬品卸売販売業協同組合長
山梨県医療機器販売業協会長

①山梨県臨床工学技士会，山梨県医薬品卸売販売
　業協同組合との連絡網の構築．

②災害時在庫物品の開放．

③１週間程度の備蓄を行う，施設も最低１週間の
　備蓄を行う．

卸売業者連絡網
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雪害が幸いにも週末であったため，物品不足による大
きな混乱はなかったが，もし平日で透析患者や透析サ
イクルが多かったり，物品納入直前で，物流不全が長
期化した場合，透析不能施設が多々発生したと考えら
れる．
そこで，山梨県臨床工学技士会では，災害時物品確
保対策として，山梨県医薬品卸売販売業協同組合（6

社）と山梨県医療機器販売業協会（11社）で，連絡
網の構築，災害時在庫物品の開放，卸業での最低 1週
間程度の備蓄，施設での最低 1週間程度の備蓄を取り
決め，災害時の物品確保対策を進めている（図 15）．
もちろん患者や医療スタッフがいなければ治療もでき
ないが，材料や物資がなくても治療ができない．災害
時の物品対策は，今後，大規模災害で首都が被災した
場合を想定し，地方独自で乗り切れる対策が必要であ
る．

5　災害対策および今後の課題

山梨県は今まで大きな災害もなく，大雪に対する準
備など皆無であった．今回の雪害では，除雪の遅れが
被害を大きくしたが，今後は交通復旧を幹線道路だけ
でなく，災害拠点病院や透析施設周辺が優先して復旧
できるように，県や自治体などへ働きかけていく必要
がある．また，食糧備蓄や災害時に自立通院できない
患者の通院方法，帰宅困難患者の対応も今後検討する
必要がある．
今回の災害の特徴と課題を列挙する．
①　大雪で交通網が途絶え陸の孤島となった．
②　通信手段，ライフラインは開通していた．
③　大雪が土曜日だったため，翌日の日曜日に透析
日を変更する事が可能であった．
④　通院困難患者の多くは，最終的に救急車やヘリ
コプターを利用し来院するが，治療後に帰宅困難
となる患者が多数発生し，多くの施設が対応に苦
慮した．背景には，介助通院患者が多い事もある
と考えられる．
⑤　今回，帰宅困難患者は病院では入院対応を取る

事ができたが，クリニックなども含めた対応の検
討が必要である． 

⑥　他施設，他県の患者情報入手には様々な伝達方
法が必要であった．今後はメールや SNSなどの
活用も必要かと思われる． 

⑦　一部施設で材料が不足した．しかし，物流寸断
が週末でなく平日に起こっていたら，材料不足は
さらに多くの施設で発生していた．今後は，ダイ
アライザや透析液などの備蓄整備も課題となる． 

⑧　患者自身にも災害時の対応について検討を促す
とともに，対応策を指導する事も必要である． 

⑨　透析療法は命に関わる継続した治療である．今
後必ず訪れる大規模地震に備え，自治体，透析医
会，臨床工学技士会と連携し，患者情報の共有，
連絡，交通手段，物品備蓄など早急に検討する必
要がある．

おわりに

今回，山梨県を中心に発生した雪害で被害が大きく
なった要因は，大雪に対する備えと心構えが少なかっ
た事であると考える．「喉元過ぎれば熱さ忘れる」と
も言うが，今回の教訓を忘れずに今後必ず起こると言
われている，大規模地震や大規模災害に生かす事が必
要である．日本は大雪や地震，台風や豪雨・津波，富
士山噴火，もしかしたらミサイルが飛んで来るかもし
れない．想定外を想定しておく事が非常に重要である．
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要　旨

2014年 4月に消費税が 5％から 8％へ引き上げら
れた．同時に実施された 2014年診療報酬改定におい
て，消費税対応分として 0.63％分が初診料，再診料
等の基本診療料に上乗せされたが，透析医療機関の負
担増加分には不十分な対応となった．日本透析医会が
2014年 7月に行った緊急アンケートでは，維持透析
施設において 1透析あたり約 278円の正味負担増加と
なったことが示された．この結果は税の公平性の観点
からも問題であり，是正を働きかけていく必要がある．

はじめに

2014年 4月に消費税が 5％から 8％に引き上げら
れた．消費税は，原則として最終消費者がすべて負担
する形となるべき間接税であるが，平成元年の消費税
導入時に保険診療は非課税と決められたことから，そ
の後，「医療機関における消費税損税問題（控除対象
外消費税問題）」が医療界の大きな課題となり現在ま
で続いている．
保険診療が非課税とされたため，患者から消費税を
徴収することができないにもかかわらず，医療機関は
医業経費のうち人件費を除くほぼすべての支出に対し
て消費税を負担することとなった．そのため，消費税
分として診療報酬を配慮するとして，消費税導入時の
平成元年に 0.84％，5％への引き上げ時である平成 9

年に 0.77％を診療報酬を引き上げて手当された．し
かし，消費税分として加点された項目（診療行為）が

限定されること，またその後の度重なる改定で，補て
んされた消費税分の把握が困難となったことから，消
費税補てん分が不十分で医療機関に過大な負担を強い
ているのではないかと医療関係者から批判されている．
実際，多くの医療団体（特に病院団体）の調査で，医
療機関の消費税負担分が補てん分を大幅に超過してい
る実態が示されており，対応が求められていた．
今回の消費税引き上げ時と同時に行われた 2014年
改定においては，この問題をどのように処理すべきか，
中医協において専門の分科会（「医療機関等における
消費税負担に関する分科会」）が組織され検討された．
そこでの検討の結果，平成 25年 9月 25日に「議論の
中間整理」が公表され，そこで示された原則に従い，
2014年診療報酬改定時に 0.63％分を診療報酬に消費
税負担増加分として補填することとなった．本改定で
は，技術料を含めた個別の診療報酬点数への加点は行
わず，基本診療料である初診料，再診料および入院基
本料への加点で対応することとなり，初診料が 12点，
再診料が 3点，入院基本料が約 2％程度引き上げられ
ることとなった．
当初から消費税補てん分が基本診療料である再診料
の加点での対応となった場合，透析医療は大きな負担
増加となることが危惧されていた．透析医療は，
①　1診療あたりの単価が他の診療科と大きく異な
ること
②　課税経費比率が一般診療所より高いこと
③　人工腎臓点数に多くの薬品や診療材料が包括さ
れていること

実 態 調 査

「透析医療機関の消費税負担増加に関する 
緊急アンケート調査」結果報告

太田圭洋＊1　山川智之＊1　秋澤忠男＊1　隈　博政＊1　杉崎弘章＊1　戸澤修平＊1　
山㟢親雄＊1　篠田俊雄＊2　鈴木正司＊2

＊1  日本透析医会透析医療経営検討委員会/同 常任理事会　＊2  同 常任理事会
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の三つの理由により，再診料のみでの補填では透析医
療機関に過大で不公正な消費税負担を強いることとな
ることが予想された．
そのため，日本透析医会は 2014年の改定要望にお

いて，厚生労働省保険局医療課へ今回の診療報酬改定
における改定要望事項の第 1順位として，消費税負担
増加への配慮を要望した．しかし，消費税問題は医療
界全体に係る非常に大きな問題のため，個別の対応は
困難とのことで，要望が認められることはなかった．
結果として，今回の消費税増税において透析医療機関
は大きな負担を強いられることとなったが，2015年
10月のさらなる消費税の引き上げ（8％から 10％）
は，急遽 1年 6カ月先延ばしとなった．そのため，日
本透析医会は，次回の引き上げ時での透析医療機関の
消費税問題への配慮を厚生労働省他へ要望するため，
透析医療機関の消費税負担増加の実情に関して緊急ア
ンケートを行うこととなった．

1　目的と対象・方法

調査は，2014年 7月に，維持透析施設における
2014年改定における医療施設の消費税率引き上げに
対する正味負担増加分を把握することを目的にアンケ
ート形式で実施された．対象は日本透析医会会員で，
通院透析施設をもっている会員とし，入院医療を行っ
ている医療機関は原則対象外とした（入院医療機関の
消費税負担増加の計算は非常に複雑となるため）．し
かし，入院部分と通院透析部分が経理処理上分離可能
な会員は，その通院透析部分も対象とした．
アンケート用紙を図 1-1, 1-2, 1-3に示す．アンケ

ートは，各施設の 2013年度の決算書をもとに，消費
税負担増加分（5％から 8％）を計算するとともに，
今回の改定における消費税補てん分を計算し，その合
計から 1透析あたりの消費税負担正味増加分を試算す
る形式とした．また，透析収入割合や，施設の透析患
者数によりどのような影響がでるかを把握するため，
医療機関の地域（都道府県），維持透析患者数，透析
収入割合を施設属性として質問した．

2　調査結果

760施設にアンケートを送付し 118施設から回答を
得た．そのうち回答に不備のある 1施設を除き 117施
設分を有効回答とした．有効回答率は 15.4％であっ

図 1-1　アンケート調査票
6 

 

��� ���������
�

��������������������
	���
�
�
�������

�����������������������������
	����
��������������������� ���������

����������������������������������
� ������������������������������

�
�����������������������������¡¢�����

������
�
�£���������������������
	�����������

��������¤¥����������������������
�
�
�
	����

¦§¨© ª«�¬®��¯�°���±��²���³´µ¶·¸�¹º��� � �
»¼±½±��²���³´µ¶·¹º¸���¾¿À�Á������ � �
������

�
Â�Ã �Ä�ÅÆÇÈ���ÉÊ�Ä�ËÌ������ÉÍ�Î�ËÌ

ÏÐÍÑ�ÈÒ�³´µ��ÓÔ��Õ������Ö����ÉÊ´�
Ä�ËÌ´�¹µ������×Ø�����������

�
Â�����ÙÚÛÜÝÞßàá�âãäåæ�çè�éêëæ���ì� �

��íîï��ðñ�³´µòó��ôÖõö�����������
��¶·�¹º���Ö��������ª÷ÉÊ´�ø�ðñÊù��
�����ú�û¸üµýþ� ©ÿ¨§~ �¶·¹º������Ö���

� � �
�
Â��}�ß�²ô|����Ö�������� ��{�¥[õ������
�

\]^_`�
@®?>¿Ù=<���;:/.�

-ä,+§©*©¦~~*)('(� � � � &*%$#"+#!012314567#*#7$#8198AB�
� �

図 1-2　アンケート調査票
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た．

2-1　1 透析あたりの 2014 年改定における 

消費税負担正味増加額

表 1に結果を示す．117施設からの回答による 1透
析あたりの消費税負担正味増加額（消費税負担増加額
－消費税分補てん額）は平均値で 278.5円，中央値は
240.0円であった．図 2にそのヒストグラムを示す．

2-2　透析患者数別，透析収入割合別の 

消費税負担正味増加額

消費税負担の正味増加額に，透析医療施設の規模等
が関係するかを検討した．結果を図 3，図 4に示す．
1透析あたりの消費税負担正味増加額と，施設の透析
患者数，透析収入割合に関係性は見られなかった．

3　考　察

今回のアンケート結果から，2014年改定時におけ
る消費税対応では，透析医療機関における消費税負担
増加は対応不能であることが示された．1透析あたり
平均で 278.5円という正味負担増加は，透析患者 31

万人で 1年 156回の透析が行われると仮定した場合，
透析業界で 134億円もの医療機関の負担増加が発生し
たこととなる．
前述したが，消費税は最終消費者が負担することが
原則の間接税であり，それを中間事業者である医療機
関が負担を強いられることはそもそも大きな問題であ
る．また同時に，税制には「税の 3原則」というもの
がある．公平の原則，中立の原則，簡素の原則である．
その中で「公平の原則」とは「特定の人が有利になっ

図 1-3　アンケート調査票

表 1　アンケート調査結果

アンケート送付先 760施設
回答数 118施設
有効回答数 117施設
有効回答率 15.4％

1透析あたり消費税負担正味増加額
平均値 278.5円
中央値 240.0円

図 2　1 透析あたり消費税負担正味増加額

25

20

15

10

5

0
0 50 10

0
15
0
20
0
25
0
30
0
35
0
40
0
45
0
50
0
55
0
60
0
65
0
70
0
75
0
80
0

次
の
級（円）

施
設
数

消費税負担正味増加額



日本透析医会雑誌　Vol. 29　No. 3　2014412

たり，不利になったりしない公平な課税でなくてはな
らない」というものである．医療の消費税問題（控除
対象外消費税問題）そのものの解決に関しては，医療
界全体で医師会や病院団体が中心になって問題解決に
取り組んでいるが，それが解決されるまでの間に，1

診療科（特別な医療行為を行う医療機関）のみが，許
容範囲を超える不公平な消費税負担を強いられること
は，税の原則からしても問題があり，対応策（診療報
酬による補てん対応法）を工夫する義務が厚生労働省
にはあると考える．

2015年 10月のさらなる消費税の引き上げは，1年
6カ月先延ばしされた．今回の対応が踏襲されると，
透析医療機関の不公平な負担はさらに増大することと

なる．透析医療機関の経営状況は，たび重なる診療報
酬の引き下げで悪化傾向にあるといわれている．我が
国における透析医療の安定的な供給のためにも，透析
医療関係者はこの問題の解決を積極的に厚生労働省に
働きかけていく必要がある．

さいごに

2014年 4月における消費税の 5％から 8％への増
税にさいして，診療報酬では基本診療料（再診料等）
において消費税負担増加分を補てんする対応がとられ
た．しかし，その結果，透析医療機関は，1透析あた
り 278.5円もの負担増加を強いられることとなった．

図 3　施設の透析患者数と 1 透析あたり消費税負担正味増加額
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図 4　施設の透析収入割合と 1 透析あたり消費税負担正味増加額
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要　旨

日本透析医会は透析導入調査の研究事業を行ってい
る．愛知県透析医会は透析導入調査事業の一環として，
愛知県および名古屋市と協力して，県下の透析患者の
更生医療審査会を開催している．そこでは，実数調査
だけでなく，その基礎疾患，残存腎機能の程度，透析
導入となった理由，腎不全関連諸指標などを総合的に
判断して，更生医療が適正に行われるよう判定会議を
開催している．ここに平成 24年度と 25年度の調査概
要を報告する．なお，以前報告した平成 21年度から
23年度までの調査概要との継時的な推移を観察する
と，透析患者数は横ばいであるが，血清クレアチニン
値では本当に透析患者かと思われるような患者が漸増
している．

はじめに

わが国においては，日本透析医学会の統計調査委員
会が膨大な数の透析患者のデータを収集し，「わが国
の慢性透析療法の現況」としてその結果を公表してい
る．この集計は日本透析医学会会員の善意に基づく協
力によって成り立っていて，96％という高回収率で
はあるものの 100％ではない．さらに，個人情報保護
法という規制が医療機関への無言の圧迫を与え，調査
継続を困難にしている．一方，アメリカ合衆国では
USRDSという機関が情報を収集しているが，保険診
療の一環として収集しているわけで，データの捕捉率
は 100％である．つまり，正確なデータが集まってい

て，科学的評価に堪えうるものである．
わが国においても，自立支援医療（更生医療）の申
請時には，個々の患者の詳細なデータを記載して申請
している．もし，このデータを全国的に収集すること
ができれば，USRDSに匹敵する資料ができるのでは
ないかと，いつも切歯扼腕の思いで申請書類を見てい
る．さて，どうして臨床家が申請書類を見ることがで
きるかと言えば，愛知県では自立支援医療（更生医
療）が適正に実施されているかどうかを審議する委員
会が存在し，複数の医師による協議で審査しているか
らである．このような審査会が日本全国に存在するか
どうかは不明であるが，このような貴重なデータを学
術的資料として利用できれば，効果的ではないかと思
いつつ，毎月数百枚の申請書類と格闘している．
審査を全例実施することができれば完璧ではあるが，
委員会の定められた時間内で判定を行うには，申請者
の数が膨大なため，審査委員会が定めた基準に合致し
ない個票のみを事務的に取り出し，その個票について
審査委員会で討議しているのが現状である．このデー
タは急性腎不全を除くすべての透析患者を対象とした
ものであり，高い回収率と考えるが，導入して間もな
く死亡したような症例は更生医療が申請されない可能
性もあり，この点で 100％回収とはいえないかもしれ
ない．
今回，日本透析医会の導入調査補助事業の一環であ
る愛知県の現状について，平成 24年から平成 25年度
までの 2年間の概要を示すとともに，平成 21年度か
らの 5年間の推移についても考えてみたい．

調 査 研 究

透析導入調査研究助成事業に対する報告書
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1　愛知県透析医療審査会

愛知県透析医療審査会は，透析患者に対する適切な
医療提供を図るため，腎透析治療を専門とする学識経
験者（県下の大学，公的医療機関勤務の透析専門医 5

名）と愛知県医師会からの推薦理事 1名の計 6名から
なる委員会を構成し，毎月審査会を開催している．
透析医療は昭和 47年に更生医療の対象疾患として

認定されて以来，自己負担が軽減され，急速に患者数
が増加したが，昭和 59年に長期高額疾病に指定され，
10,000円の自己負担で透析医療を受けることができる

ようになった（いわゆるマル長）．自治体によっては
重度心身障害者医療費助成（いわゆるマル障）まで適
用され，自己負担はなきがごときになり，更生医療申
請数もそれほど増えなかった．しかし，平成 6年の診
療報酬改定で入院時の食事療養費の自己負担が開始さ
れ，その食事療養費が更生医療の適用になったことを
経緯として，更生医療の申請数は激増した．更生医療
を申請すれば，市町，県，国の負担に細分化され，自
治体の負担が軽減されるという経済負担問題も背景に
して，現時点ではほぼ 100％の患者が自立支援医療
（更生医療）を申請しているものと推測される．した

表 1　愛知県透析療法審査会議内規

以下の基準に該当する者は事務審査処理することを可とする

1. 新規申請
　（1）　導入患者
　　a　以下の 2項目のうち，いずれか一方を満たす者
　　　①内因性クレアチニンクリアランス値 5.0 ml/min以下
　　　②血清クレアチニン濃度 10.0 mg/dl以上
　　b　以下の項目のうち，5項目以上を満たす者
　　　①内因性クレアチニンクリアランス
　　　②血清クレアチニン
　　　③血清 Na
　　　④血清 K
　　　⑤血清 Ca
　　　⑥血清 Pi
　　　⑦RBCまたは Ht
　　　⑧重炭酸イオン
　　　⑨尿量（平均 1日尿量）
　　　⑩CTR（心胸比）
　　　⑪以下の臨床症状（一つにつき 1項目とする）
　　　　ア　消化器症状　イ　心不全　ウ　出血傾向　エ　中枢神経症状　オ　心外膜炎　カ　その他
　　c　 全身性血管障害を伴う糖尿病性腎症，高度な体液貯留や重篤な心不全等を伴う場合，高度な合併症などにより著しい筋

委縮を伴う場合，80歳以上の高齢者，年少者などでは，以下の 2項目のうち，いずれかを満たす者
　　　①内因性クレアチニンクリアランス 10 ml/min以下
　　　②血清クレアチニン 5.0 mg/dl以上

ただし，血清クレアチニン濃度 6.0 mg/dl以下の申請では，原則として 1カ月以内に施行したクレアチニンクリアラ
ンス値を必要とする

　　d　 cの基準よりも高いクレアチニンクリアランス値，低い血清クレアチニン値にもかかわらず，明らかに尿毒症状のため
起床できない高度な日常生活障害を示す場合は，臨床症状や（1）のｂに示した腎機能に関する検査を参考に判定する．

　（2）　透析療法を継続中であったが，今回更生医療を新規申請する者（原則として，透析開始後 1カ月以上を経過した場合）
　　以下の 2項目のうち，いすれか一方を満たす者
　　　①血清クレアチニン 7.0 mg/dl以上
　　　②平均 1日尿量 500 ml/day以下

2. 継続申請
　前項の（2）に準ずる
　なお，透析導入後 2年以上経過したもので，血清クレアチニン濃度 7.0 mg/dl以上であれば，透析療法審査会議にかけずに事
務的に処理することができる．ただし，血清クレアチニン濃度が 7.0 mg/dl未満の場合は，2年以上経過していても，すべて透
析療法審査会議にかけるものとする．

3. その他
　1および 2の条件を満たさない者については，透析療法審査会議において十分検討を行い，承認・疑義紹介・保留・不承認
などの決定を行うものとする．
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がって，全数審査は時間的に困難となった．そこで，
新規申請患者については全数調査を実施するが，継続
透析者（2回目の申請以降）に関しては，表 1に示す
内規を作成し，内規に抵触する者を事務的に抽出して
もらって，審査対象としている．

2　平成 21 年度から平成 23 年度までの調査概要

2-1　事務的処理許可基準

表 1に示すような審査基準内規を作成して処理にあ
たっている．近年では高齢者や糖尿病患者が増加し，
血清クレアチニン値による評価を重視しすぎることの
弊害が目立つため，尿量（残腎機能）はどうか，どの

ような臨床症状があるのか，入院が必要かなどの臨床
所見も含め，総合評価できるように工夫している．

2-2　総審査件数の推移

表 2にこの 2年間の審査件数を示す．平成 24年度
が 10,003件で，平成 25年度は 9,988件であった．実
は本会雑誌に平成 24年に報告した平成 20年度から
23年度までの調査報告1）で，20年度（9,402件），21

年度（9,580件），22年度（9,708件），23年度（9,457

件）と推移し，平成 23年度に認められた患者数減少
に着目したが，今回報告した平成 24年度，25年度の
数は増えていて，まだ透析患者数の減少と断定するこ

表 2　身体障害者更生相談所別透析審査件数

時　期 区　分 愛知県 名古屋市 合　計

平成 20年度 総数 5,932 3,470 9,402
平成 21年度 総数 6,020 3,560 9,580
平成 22年度 総数 6,179 3,529 9,708
平成 23年度 総数 6,184 3,273 9,457

平成 24年度 総数 6,272 3,731 10,003
審査件数 1,595 881 2,476
事務的処理件数 4,677 2,850 7,527

平成 25年度 総数 6,267 3,721 9,988
審査件数 1,659 897 2,556
事務的処理件数 4,608 2,824 7,432

注：透析療法審査会議内規…継続申請のうち透析導入後 2年以上経過した者で，血清
クレアチニン濃度 4.0 mg/dL以上であれば，透析療法審査会議にかけずに事務的に処理
することができる

表 3　審査対象区分件数

時　期

審査会議での審査件数 事務的処理件数

合　計新規申請
継続申請 小　計 継続申請

透析導入 透析継続

平成 20年度 741 662 1,617 3,020 6,382 9,402 
平成 21年度 562 773 1,620 2,955 6,625 9,580 
平成 22年度 620 699 1,270 2,589 7,119 9,708 
平成 23年度 604 653 1,111 2,368 7,089 9,457 
平成 24年度 632 711 1,133 2,476 7,527 10,003 
平成 25年度 664 707 1,185 2,556 7,432 9,988

表 4　審査結果別件数

時　期
審査会議での審査件数 事務的処理件数

承　認 疑義紹介・指導 保留・不承認 小　計 承　認 合　計

平成 20年度 2,981（98.7％） 0 39（1.3％） 3,020 6,382 9,402
平成 21年度 2,930（99.2％） 0 25（0.8％） 2,955 6,625 9,580
平成 22年度 2,560（98.9％） 0 29（1.1％） 2,589 7,119 9,708
平成 23年度 2,352（99.3％） 0 16（0.7％） 2,368 7,089 9,457
平成 24年度 2,460（99.4％） 0 16（0.6％） 2,476 7,527 9,988
平成 25年度 2,523（98.7％） 0 33（1.3％） 2,556 7,432 10,003
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とのできない結果であった．表 3は内規に則って事務
的処理を実施することの影響を見たものであるが，お
よそ 70％相当の症例が事務的に処理されている．

2-3　審査結果

99％近くの患者は承認されている（表 4）．保留・
不承認と判定される者は年々減少していて，現在では
毎月の審査で 1〜2名程度が討議対象となっている．
長年の啓発活動の結果と考えている．

2-4　年度末患者の年齢分布

20歳未満は漸減し，60歳以上が 70％を超え漸増中
である（表 5）．わが国全体の傾向と一致した結果で
ある．

2-5　原因疾患別件数

この統計に関しては，年度末（表 6）と新規導入患
者（表 7）から分析してみた．糖尿病性腎症患者の新
規導入が一番多いことは，わが国の統計と同じであり，

表 5　審査対象者の年齢階級別件数（年度末）

時　期 20歳未満 20〜40歳 40〜60歳 60歳以上 合　計

平成 20年度 6（0.1％） 303（3.2％） 2,406（25.6％） 6,687（71.1％） 9,402
平成 21年度 4（0.1％） 283（3.0％） 2,294（23.9％） 6,999（73.0％） 9,580
平成 22年度 3（0.1％） 263（2.7％） 2,306（23.7％） 7,136（73.5％） 9,708
平成 23年度 1（0.1％） 281（3.0％） 2,144（22.6％） 7,031（74.3％） 9,457
平成 24年度 1（0.1％） 246（2.5％） 2,170（21.7％） 7,586（75.8％） 10,003
平成 25年度 1（0.1％） 212（2.1％） 2,141（21.4％） 7.634（76.4％） 9,988

表 6　原因疾患別件数（年度末）

疾病名 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

糖尿病性腎症 3,190（33.9％） 3,297（34.4％） 3,431（35.3％） 3,415（36.1％） 3,748（37.5％） 3,720（37.2％）
慢性糸球体腎炎 3,392（36.0％） 3,295（34.3％） 3,267（33.7％） 3,035（32.1％） 3,117（31.2％） 2,915（29.2％）
腎硬化症 914（  9.7％） 969（10.1％） 995（10.2％） 1,053（11.1％） 1,360（13.6％） 1,338（13.4％）
嚢胞腎 317（  3.4％） 329（  3.4％） 338（  3.5％） 344（  3.6％） 391（  3.9％） 354（  3.5％）
膠原病 234（  2.5％） 207（  2.2％） 235（  2.4％） 232（  2.5％） 224（  2.2％） 244（  2.4％）
急速進行性腎炎 118（  1.2％） 106（  1.1％） 128（  1.3％） 115（  1.2％） 132（  1.3％） 135（  1.4％）
ネフローゼ症候群 126（  1.4％） 123（  1.3％） 124（  1.2％） 119（  1.3％） 129（  1.3％） 144（  1.4％）
腎盂腎炎 58（  0.6％） 51（  0.5％） 47（  0.5％） 36（  0.3％） 41（  0.4％） 37（  0.4％）
痛風腎 41（  0.4％） 31（  0.3％） 34（  0.4％） 30（  0.3％） 37（  0.4％） 32（  0.3％）
急性腎不全 15（  0.2％） 24（  0.3％） 18（  0.2％） 16（  0.2％） 17（  0.2％） 11（  0.1％）
腎結核 3（  0.1％） 3（  0.1％） 3（  0.1％） 2（  0.1％） 2（  0.0％） 4（  0.0％）
その他 994（10.6％） 1,145（12.0％） 1,088（11.2％） 1,060（11.2％） 805（  8.0％） 1,054（10.6％）

合　計 9,402 9,580 9,708 9,457 10,003 9,988

表 7　原因疾患別件数（新規導入者）

疾病名 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

糖尿病性腎症 614（44.8％） 662（48.9％） 641（45.7％） 587（45.6％） 650（45.6％） 708（46.5％）
慢性糸球体腎炎 231（16.9％） 225（16.6％） 216（15.4％） 210（16.3％） 274（19.2％） 285（18.7％）
腎硬化症 206（15.0％） 177（13.1％） 210（15.0％） 203（15.7％） 201（14.1％） 185（12.1％）
嚢胞腎 44（  3.2％） 34（  2.5％） 51（  3.7％） 44（  3.4％） 45（  3.2％） 44（  2.9％）
膠原病 22（  1.6％） 22（  1.6％） 27（  1.9％） 27（  2.1％） 24（  1.7％） 33（  2.2％）
急速進行性腎炎 25（  1.8％） 16（  1.2％） 30（  2.1％） 11（  0.9％） 21（  1.5％） 22（  1.4％）
ネフローゼ症候群 10（  0.7％） 10（  0.8％） 17（  1.2％） 13（  1.0％） 15（  1.1％） 22（  1.4％）
腎盂腎炎 5（  0.4％） 3（  0.2％） 2（  0.1％） 2（  0.2％） 6（  0.4％） 4（  0.3％）
痛風腎 2（  0.1％） 4（  0.3％） 4（  0.3％） 2（  0.2％） 3（  0.2％） 1（  0.1％）
急性腎不全 0（  0.0％） 4（  0.3％） 2（  0.1％） 2（  0.2％） 21（  0.1％） 1（  0.1％）
腎結核 1（  0.1％） 0（  0.0％） 0（  0.0％） 1（  0.1％） 0（  0.0％） 0（  0.0％）
その他 211（15.4％） 196（14.5％） 203（14.5％） 185（14.3％） 185（13.0％） 219（14.4％）

合　計 1,371 1,353 1,403 1,287 1,426 1,426
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年度末患者に関しては，平成 22年度の段階ですでに
愛知県では第 1位となっていた．この糖尿病性腎症患
者の新規導入数を表 7に示す実数で検討すると，平成
21年度から 23年度にかけて減少傾向が認められたが，
平成 24年度以降は再上昇している．わが国全体の統
計調査では，糖尿病性腎症による導入者数は横ばいに
なってきているので，愛知県でも同様の傾向かと思っ
ていたが，残念ながらまだ一定の結論は見いだせない
結果である．
表 7の新規導入者に関して，慢性糸球体腎炎患者の
実数が増加し，腎硬化症患者の実数が減少しているこ
とは，患者の高齢化の状況から考えると若干奇異な印
象は受ける．腎生検がなされているわけではなく，原
因疾患は臨床所見を総合して判定されることの曖昧さ
が影響しているかもしれない．

2-6　血清クレアチニン濃度の分布

血清クレアチニン濃度が 10.0 mg/dl以上の患者は，
この 5年間で着実に減少してきている（図 1）．5.0 

mg/dl以下の患者について，頻度では 2％台で推移し
ているが，実数では，平成 21年度の 226名から平成
25年度の 280名と漸増している（表 8）．
このような血清クレアチニン濃度が低い患者の背景
因子には，筋肉量を減少させるようなサルコペニア，
あるいはフレイルティなどの存在が影響していると考
えられる．

3　審査会結果の総括とまとめ

愛知県では愛知県障害福祉課，名古屋市障害企画課
の指導の下，公益社団法人愛知腎臓財団ならびに日本
透析医会適正導入委員会の協力を得ながら，愛知県透
析療法審査会議を永年継続してきている．行政の担当
職員ならびに専門委員各位のご協力に紙面を借りて感
謝の意を呈したい．
透析医療は社会復帰を目的とする治療として始めら
れ，多くの末期腎不全患者を社会復帰させることによ
り，非常に有益な治療方法として発展してきた．しか
し，透析機器のみならず医療技術の進歩に伴い，さま

図 1　血清クレアチニン濃度分布（比率）
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表 8　血清クレアチニン濃度別件数

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

＜5（mg/dl） 226 210 203 242 280
5〜8 1,405 1,440 1,442 1,763 1,817
8〜10 2,340 2,379 2,428 2,795 2,850
＞10 5,020 5,054 4,855 5,203 5,041
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ざまな合併症を有する糖尿病性腎症患者や高齢者まで
もが治療適応となることにより，透析治療は延命治療
と言ってもおかしくない状況となっている．
審査会議の評価のさいに，この患者は本当に透析患
者なのかと疑わせるような検査結果を示す者がある．
血清クレアチニン値が 2とか 3 mg/dlとなると，これ
は身体障害者手帳の 4級にも相当しない値であり，本
当に透析が必要なのかという疑問さえ起こる．しかし，
このような患者は 5年以上の比較的長い透析歴を持つ
高齢者であって，症状詳記から，重篤な脳血管疾患に
よる寝たきりで筋肉量がほとんどない状態や，糖尿病
足病変により両足下肢切断が実施されていて ADL

（日常生活度）が低下した状態が読み取れる．多分，
自ら栄養摂取することができなくて経管栄養を行って
いる状況が推測されるわけで，無尿に近い状態である
ことから透析治療が必要なことは当然である．しかし，
このような状況が申請を受け付ける側の事務職に理解
できるかというと，大きな疑問である．ただ，中には
残腎機能も保たれているような記録があり，透析から
離脱できるのではないかと思われるような事例もある．
したがって，このような腎臓専門医による客観的な評
価が必要と思われるが，愛知県以外の自治体ではどの
ように申請を受け付けているのか興味深い．
日本透析医学会は，「血液透析の開始と継続に関す

る意思決定プロセスへの提言」2）をまとめ，血液透析
実施が困難な状態となった終末期患者に対する透析治
療の見合わせについて，学会としてのスタンスを表明
している．そこにも記載されているように，透析を見
合わせる場合には，患者本人の事前の意思表明がある
ことが望ましい．本人が意思表明できないような状態
であれば，家族の同意があることが原則であるが，家
族に重い決断を迫るのは医療者としても心苦しい面が

ある．できることなら，血液透析治療を開始する時に
は，もしもの時には透析を継続するのか中断するのか
を明示した事前指示書をあらかじめもらっておくこと
が望ましいと，この提言では述べられている．ただし，
この問題は，医療経済的な側面からのみで論じられる
ものではなく，我々が実施している透析医療が患者の
望む治療であるかどうかという面から論じられるべき
である．つまり，患者の尊厳を考慮した治療であるか
どうかが，透析継続の可否に関しての重要なポイント
である．
透析患者が増加する一方のわが国では，CKD予防
対策が急務であり，さまざまな啓発活動が行われてい
る．平成 23年度調査で糖尿病性腎症を原疾患とする
透析患者が減少したことから，予防対策が奏功したと
考えたが，直近の 2年間ではまた増加していて，それ
ほど簡単なものではないのかもしれない．しかし，
CKD予防対策の効果を評価するには正確な統計調査
が必要なことも当然である．愛知県透析審査会は，正
確な統計調査の一翼を担っているという気概を持って，
今後も適正な透析医療が実施されるよう努力していき
たい．なお，長らく愛知県透析医会会長を拝命し，こ
の導入調査事業報告書を記載してきたが，平成 25年 5

月から会長職を共同執筆者である稲熊大城医師にバト
ンタッチした．今後は稲熊医師から報告していただく
ことになるので，紙面を借りて報告しておきたい．

文　　献

1） 渡邊有三，両角國男，吉田篤博，他：導入調査研究補助事
業に対する報告書―2008年から 2011年の調査をまとめて―．
日透医誌，27； 513-518，2012．

2） 日本透析医学会血液透析療法ガイドライン委員会：維持血
液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提
言．透析会誌，47； 269-285，2014．
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要　旨

現在，本邦では透析患者の約 80％に ESA製剤が投
与されているが，これは包括医療となっている人工透
析において技術料の大きな割合を占めるため，患者の
Hbを適正に保ちつつ ESA費を削減することは，医療
経済上重要な課題である．Lカルニチンは，透析患者
の大多数で絶対的に不足しており（透析関連カルニチ
ン欠乏症），ESA反応性低下の原因のひとつであるた
め，薬理作用を発揮する量の Lカルニチン補充で是
正が可能である．本邦ではこれまで経口剤での補充が
主流であったが，2013年に Lカルニチン静注製剤が
薬価収載され，経済的にも効率性でも有用性が期待さ
れる．
当院では，130名の維持透析患者に，1,000 mgの静
注 Lカルニチンを毎透析時に投与したところ，6カ月
の時点で ESA費が患者全体で 15％削減されたが，投
与 Lカルニチン費がこの削減費を上回っていた．症
例の中での ESA減量可能症例・減量不能症例・評価
困難症例はそれぞれ 1/3ずつであり，その後に減量不
能症例は投与中止，減量可能症例と評価困難症例は週
2回に減量したところ，患者の平均 Hbにほとんど変
化がないまま ESA削減費が Lカルニチン費を上回っ
た．しかし，最初の 6カ月分のマイナス分を回収する
のに結局 2年以上を要する計算となった．そこで，事
前に Lカルニチンによる ESA減量可能症例を予見す

る因子を検討したが，決定的なものは見いだせなかっ
た．ただ，透析歴 3年以上の患者で有効性が高い可能
性があり，透析によるカルニチン喪失が示唆された．
今後は Lカルニチン補充に関する報告の集積を待つ
必要がある．

はじめに

血液透析患者の大多数は著しいカルニチン欠乏をき
たしており，最初の報告はすでに 1978年になされて
いる1）．この原因のほとんどは，血液透析によるカル
ニチンの喪失と言われており，この病態は従来型の遺
伝性または一次性（全身性）カルニチン欠乏症とは異
なり，「透析関連カルニチン欠乏症（dialysis-related 

carnitine deficiency）」と称されることもある．症状・
兆候としては大きく 3項目に分類され，
①　ESA製剤に対し低反応の貧血
②　透析時低血圧・心筋症
③　全身疲労感として現れる骨格筋機能障害
である．これらの症状は薬理作用量の Lカルニチン
の補充で是正可能と言われており，治療効果のエビデ
ンスは貧血改善（ESA減量）において最も強い2）．
本稿では，透析患者の腎性貧血に対する Lカルニ

チンの投与による ESA節減効果につき，医療経済の
面も合わせて論じていきたい．また，本邦では従来剤
型は経口であったが，2013年に初めて静注製剤が薬
価基準に収載され，当院で施行した Lカルニチン静

臨床と研究

血液透析患者の貧血に対する L カルニチン静注療法
――　特に ESA費節減効果について　――

舩越　哲　林田征俊　手島和代　江藤りか　
長崎腎病院

key words：Lカルニチン，静注療法，ESA費節減

Intravenous L-carnitine treatment for anemia in hemodialysis patients – evaluation for cost-effectiveness
Nagasaki Kidney Center
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注療法の効果についても報告する．

1　透析医療と ESA 製剤

日本透析医学会の「わが国の慢性透析療法の現況」
によると，2012年末の時点で，本邦の透析患者の
78.1％に ESA製剤が投与されている．本年度改定の
人工透析の診療報酬では，通常の血液透析の技術料は
2,030〜2,330点と低下し，またこれは包括医療である
ため，ESA費の占める割合は経営上重要事項となる．
年齢構成や地域性により，各施設での ESA使用量

に差はあるが，当院（長崎市，透析患者平均年齢 68.2

歳）では月平均の ESA購入額は技術料の 9.0％であ
り，すべての材料費・薬剤費の中で群を抜いている．
当然，腎性貧血ガイドラインを遵守するために必要量
の ESAは投与せねばならず，ESA抵抗性の改善は患
者の安全管理とともに透析医療経営において問題とな
る．

2　透析患者のカルニチン欠乏症の診断

2003年に，米国 National Kidney Foundationの Car-

nitine Consensus Conferenceにて「透析関連カルニチ
ン障害に対する Lカルニチンの使用に関する診療推
奨事項」を策定した．これはガイドラインや標準治療
とすることを意図したものではなく，best practice 

recommendationとの注釈があるが，いまだにスタン
ダードとして引用されている2）．この中では，前述の
症状に加えて血漿中カルニチン関連の測定についても
言及されており，
①　血漿中遊離カルニチン濃度の低値またはアシル
カルニチン/カルニチンの比の上昇は，透析関連
カルニチン欠乏症の必須条件ではない
②　血漿中遊離カルニチン濃度が正常であっても，
透析関連カルニチン欠乏症を除外する根拠として
は “helpful”にとどまる

と示されている．
本邦では血漿中カルニチン濃度測定が保険適応でな
いので，測定のために高額な費用を支払うのには勇気
がいるが，AC/FCが高い患者は carnitine insufficien-

cyに陥っている可能性が高く，保険適応されたら自
施設の患者を一度は測定し，カルニチン分画のプロフ
ァイルを確認することは意味があると考える．一方，
治療効果判定としての測定については，Lカルニチン

を投与した後は当然血中濃度は上昇するものの，組織
では欠乏という乖離は消えないため，意義はあまりな
いと思われる．

3　L カルニチン補充療法

同様に，前述の Carnitine Consensus Conferenceに
おいて，Lカルニチン投与法についても推奨されてお
り
①　海外では経口投与は報告が少ないため推奨でき
ないこと
②　静脈内投与の場合には 20 mg/kgであり，治療
開始 3カ月ごとに臨床効果を判定し，投与開始
9〜12カ月で臨床的な改善が得られない時には中
止

とある2）．
本邦では，2013年 2月 26日に静注剤が発売になり，

静注の様々なメリットが注目されている．まず薬価か
らみて，文献的には，静注カルニチンは毎透析時に
500〜1,000 mgを投与することが多く，毎透析時に投
与した場合には，本剤の 1,000 mgの薬価が 934円な
ので 1,868〜2,802円/週となる．一方，経口投与は
600〜900 mg/日の報告が多く，300 mgの薬価 293円
として 4,102〜6,153円/週となる．加えて，静注では
100％血中に入り組織に移行するため，現在では治療
症例の半数近くが静注剤である．
経口投与に関する話題としては，2013年 4月の Na-

ture Medicineに，カルニチンを経口投与したさいに
腸内細菌叢を介してトリメチルアミン-N-オキサイド
（TMAO）が産生され，酸化ストレスを介して動脈硬
化を促進するとの報告がなされ，日本の一般メデイア
にまで大きな反響を呼んだ3〜5）．その後この論文は各
所で議論されているが，この実験は動脈硬化が高度に
起こりやすいマウスの実験が中心であること，人では
26 g/日に相当するような高用量を投与していること
など，カルニチン自体が元凶かどうかは疑問である．
そもそも魚には多くの TMAや TMAOが含まれてお
り，我々魚を食べる国民は動脈硬化が少ないことなど，
本当にカルニチンを摂取すると動脈硬化が増えるのか，
まだ結論は出ていないものの，否定的な意見が多い．

4　当院での L カルニチン静注による ESA 節減効果

カルニチン投与により ESAが節減できることは，
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いくつかのメタアナリシスも含めてコンセンサスを得
られている6〜10）．本邦では静注 Lカルニチン製剤の
ESA節減の報告がほとんどなかったため，当院で検
討を行った．この臨床研究に当たっては，院内倫理委
員会で承認を得たうえで，維持透析中の患者のうち無
作為に 130名の患者を抽出し，文書で同意を得た．

130名全例に 1,000 mgの静注カルニチンを毎透析
時で開始したが，実際の方法としては，現場の混乱を
避けるために，一つのフロアで治療を受けている患者
について臨床研究を行った．平均年齢 75.2±10.5歳，
C.E.R.A 81名・ダルベポイエチン 39名であり，6カ
月後に ESA投与量の変化量と患者背景を検討した．
その結果，図 1のように，全症例の平均で ESA量
は 15％減少し，3カ月でプラトーに達した．図 2に
当院における Lカルニチン静注投与のプロトコール
を示すが，120名が 6カ月間投与可能であった．脱落
10例のうち 4名に「静注投与時の不快感」が認めら

れたが，血液学的検査・生理学的検査等に異常は認め
られなかった．Lカルニチン静注の効果については，
ESA減量例 38名，減量不能例 42名，炎症や鉄剤投与
などで判定困難症例が 40名であった．薬価ベースで
の ESA費は 15％削減されたものの，Lカルニチン静
注製剤の費用もかなり大きい．120名に対し 1,000 mg

を週 3回投与すると，月あたり 145万 7,000円となり，
6カ月の時点で ESA費節減を大きく上回る結果となっ
た．
そこで，Carnitine Consensus Conferenceの推奨の
通り，図 2に示すように，ESA減量不能症例（42名）
では Lカルニチンの投与を中止とし，ESA減量例と
判定困難症例合計 78例では Lカルニチンを週 2回の
投与に減量とした．この結果，ESA費節減は Lカル
ニチン費を上回り，かつ週 2回の投与に減量とした後
も ESA投与量はゆるやかに減少傾向にある．しかし，
非常に大まかな計算で恐縮であるが，図 3の収支推移

図 1　L カルニチン静注投与による Hb と平均 ESA 量の推移
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図 2　当院における L カルニチン静注治療の経過
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に示すように，最初，全例にて毎透析時で開始した L

カルニチン静注の「初期投資」の場合，ESA節減費
で回収するのに要する期間，つまり病院経営ではなく
医療費として考えた場合の損益分岐点は 26カ月とな
った．
以上から，Lカルニチンによる ESA節減を考えた

場合，「事前に Lカルニチン反応性の高い症例を選択
すること」が鍵となるが，この特性についてはいまだ
定説がない．当院での傾向を表 1に示すが，有効群と
無効群にて有意差が得られた因子としては，Lカルニ
チン投与前の ESA投与量と Hbを除けば TSATだけ
であり，透析歴に相関はなかった．CARDIAL trial11）

では，透析導入後 1年未満の患者ではカルニチン欠乏

症例が少なく，カルニチン補充は ESA抵抗性を改善
しないと報告している．我々も当初，透析歴は重要な
因子と考えていたが，予測した結果とは異なっていた．
ただ，有効例のみでの透析歴と Lカルニチン静注に
よる ESA節減効果のデータを図 4に示すが，集団に
透析歴 1年未満がいなかったため，透析歴 2〜3年未
満・3〜10年未満・10年以上に分けると，興味深いこ
とに，透析歴 10年未満までは透析歴と ESA節減効果
は負の相関の傾向で，10年以上で正の相関に転換する．
やはり長期透析症例ではカルニチン欠乏の頻度は高い
と考えられる．

図 3　収支推移
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表 1　L カルニチン静注と ESA 節減に関する各因子

投与前 有効群 無効群 p値

年齢（歳） 62.25±10.93 61.18±12.42 0.604
透析歴（年） 10.38±8.53 9.90±7.68 0.747
Hb（g/dL） 10.85±0.92 11.15±1.27 0.129
ESA（ng　2×/月） 54.41±35.25 32.57±35.83 0.001
Alb（g/dL） 3.83±0.21 3.79±0.23 0.248
CRP（ng/dL） 0.22±0.70 0.18±0.22 0.737
iP（ng/dL） 5.85±1.19 5.73±1.40 0.621
ferritin（ng/mL） 75.25±89.75 83.64±83.25 0.598
T-SAT 0.19±0.09 0.23±0.13 0.001
TG（ng/dL） 119.02±112.27 98.55±52.16 0.228
T-Cho（ng/dL） 172.31±39.28 168.58±31.81 0.573
ret（％） 1.58±0.64 1.60±0.77 0.834
GNRI 96.00±4.81 95.20±4.69 0.356
FFA（mEq/L） 0.34±0.16 0.36±0.26 0.768
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おわりに

当院における検討を下記にまとめる．
①　Lカルニチン静注療法は，1,000 mgを週 3回に
て安全に遂行可能であった．
②　約 1/3の症例において，ESA投与量が節減可
能であった．
③　ESA節減のための Lカルニチン静注量は，有
効例で 1,000 mgを週 2回以下と思われた．
④　ESA投与量節減が期待できる症例を事前に抽
出することはできなかったが，透析歴 3年以上の
透析患者で Lカルニチン静注が有効である確率
が高いことが示唆された．
上述のように，現代の医療においても Lカルニチ

ン静注療法は不確定な要因が多い．透析患者の大多数
において，組織内カルニチン不足が存在することは確
認されているものの，簡便な検査（血液検査）でその

程度が測定できない，かつ，Lカルニチン静注療法の
適応患者の選択が非常に困難である，ということは，
現時点での透析関連カルニチン欠乏による腎性貧血の
治療法は，「全例に Lカルニチンを投与し有効例を抽
出し，有効例のみ Lカルニチン量を継続しながら減
量」が，患者にとっても公正な方法ということとなる．
この場合の Lカルニチン静注初期投資額は大きいも
のの，医療費削減の見地からは（国庫に負担をかけな
いという意味で），2年ちょっとで黒字転換が予測さ
れるため，遂行可能ではある．
結論としては，今後の Lカルニチン静注に関する

報告の集積による知見を待ち，本薬剤が廉価になるま
では，医療者の裁量で治療を行うしかないと考える．
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図 4　ESA 節減有効例と透析歴
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要　旨

透析患者のたんぱく質エネルギー栄養障害は，現在
では protein-energy wasting（PEW）という名に集約
されている．PEWは，透析患者の 30〜40％にみられ，
予後に影響を及ぼす．PEWの診断基準は，血液生化
学検査，低体重か体重減少または脂肪の減少，筋肉量
の減少，食事量の減少，の四つの項目からなる．この
診断基準の特徴は，体組成やその変化が重視されてい
ることである．PEWの治療には，十分な栄養摂取量
を確保するため，経口的栄養補給，透析中経静脈的栄
養補給が用いられるほか，運動も重要視されている．

はじめに

たんぱく質エネルギー栄養障害は，透析患者に高頻
度にみられ，予後に影響を与えることが知られている．
従来，透析患者のたんぱく質エネルギー栄養障害は，
炎症と深い関わりをもち，さらに炎症は動脈硬化や心
血管障害とも関係することから，malnutrition inflam-

mation and atherosclerosis syndrome（MIA症 候 群）
や malnutrition-inflammation complex syndrome

（MICS）と呼ばれる症候群を形成していると考えら
れてきた．他にも，uremic malnutritionや uremic ca-

chexia（悪液質）などの名称で呼ばれることもあった
が，2006年にこれらは，成因や病態を考慮して，pro-

tein-energy wasting（PEW）の名称に集約されること
になった1）．

本稿では，透析患者に見られる PEWの成因および
評価法と対策について述べる．

1　透析患者における PEW の原因

透析患者における PEWは，腎不全および透析療法
に関わる様々な要因によって生じる（表 1）2）．
透析患者では，さまざまな原因により，エネルギー
やたんぱく質の摂取量が減少する．その原因として，
まず食欲の低下があげられる．尿毒素の蓄積によって
食欲が低下することに加え，レプチン，サイトカイン，

臨床と研究

透析患者における protein-energy wasting の 
評価と対策

熊谷裕通　
静岡県立大学食品栄養科学部臨床栄養学

key words：protein-energy wasting，筋肉量，GNRI，体組成，栄養補給
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表 1　透析患者における PEW の原因

1. たんぱく質・エネルギー摂取量の低下
　①食欲不振
　②食事制限
　③消化管機能異常
　④意欲の低下，うつ
2. 代謝異常―異化の亢進・合成の低下―
　①炎症
　②尿毒症
　③代謝性アシドーシス
　④インスリン抵抗性
　⑤グルココルチコイド作用亢進
　⑥テストステロン欠乏
3. 運動不足
4. 合併症　
　①糖尿病
　②心不全
　③末梢血管障害
5. 透析
　①透析液への栄養素喪失
　②透析関連の炎症
6. 残存腎機能の低下
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消化管由来の食欲を抑制する小分子たんぱく質の血中
濃度が上昇することも食欲低下につながる3）．消化管
の機能異常や精神的な落ち込みが食欲低下の一因にな
っていることも多い．さらに，塩分・水分・カリウ
ム・リンなどの摂取が制限されることにより，エネル
ギーやたんぱく質の摂取量が減ってしまいがちになる．
また，透析患者の PEWでは，腎不全や透析療法と
関連して生ずる炎症の関与が重要視されている4）．高
度な炎症はもちろんであるが，CRP 0.5 mg/dl未満の
低レベルの炎症でも栄養状態に悪影響を及ぼす．炎症
は血中のサイトカインを増加させ，エネルギー代謝を
亢進させるとともに食欲を減退させる．また，炎症は，
インスリン抵抗性を惹起し，筋肉における異化の亢進
や，肝でのアルブミン合成の低下を引き起こす．一旦
栄養障害がおこると免疫能が低下し，それがさらに慢
性炎症が持続する原因となる．
さらに，腎不全は，さまざまな代謝・内分泌異常を
引き起こし，それにより PEWが促進される．代謝性
アシドーシスは，直接に，あるいはグルココルチコイ
ドの産生を増加させることにより，筋細胞におけるイ
ンスリン抵抗性を惹起し，それが筋たんぱく異化を促
進したんぱく合成を阻害して筋萎縮を招く5）．また，
尿毒素の蓄積，アンジオテンシン II濃度の上昇などは，
いずれもインスリン抵抗性を促進させて，筋萎縮を促
進させることが示唆されている．テストステロンは，
強力な筋肉同化作用を持つが，血中テストステロン濃
度が低値の男性透析患者では，筋肉量が減少している
ことが報告されている6）．最近，腎不全では筋肉内で
ミオスタチンという筋たんぱく合成阻害物質の合成が
促進されて筋萎縮を促進することが報告されている7）．
このミオスタチンの作用にも，インスリン抵抗性が関
与していることが示唆されているが，透析患者の
PEWにおけるミオスタチンの役割については十分解
明されていない．
透析患者にみられる合併症も PEWと関連する．糖

尿病におけるインスリン代謝異常や糖尿病性神経障害
は筋萎縮と直接関係し，糖尿病を原因とする消化管機
能異常，感染症や不適切な食事療法も PEWと関連す
る．心不全は，グルココルチコイドやアンジオテンシ
ン II，交感神経系を介して悪液質の原因となる8）．腎
不全でみられるビタミン Dの欠乏も PEWの原因とな
っていることが示されている9）．

透析患者は一般に運動量が少なく，それが PEWの
一因となっている．運動不足は，直接的に筋代謝を低
下させるだけでなく，炎症性サイトカインの増加やイ
ンスリン抵抗性を介して PEWを促進させる．透析患
者の意欲の低下は，運動量低下と密接に関係する．
透析そのものも PEWの促進因子である．透析によ

るたんぱく質やアミノ酸の喪失，アミノ酸のインバラ
ンスは，筋たんぱく異化の原因になる．また，透析膜
と血液の接触は炎症反応を生じさせる10）．とくに生体
適合性のよくない透析膜で炎症反応が起こるが，最近
使用されている合成膜でもこの問題は解決していない．
また，ハイパーフォーマンス膜の使用は，透析液から
体内へのエンドトキシンの流入を生じさせ炎症反応を
起こす可能性がある．
残存腎機能の低下も PEWの重要な危険因子である．
残存腎機能の低下は，尿毒素の蓄積，血中サイトカイ
ンの上昇，代謝亢進，食欲低下などを引き起こす．

2　透析患者における栄養評価の手順

PEWは全透析患者の 1/4〜1/3にみられることか
ら，透析患者全員に定期的に詳細な栄養評価を行うの
が理想であるが，実際それは困難である．透析患者の
増加にともなって，医療スタッフあたりの患者数は
年々増加しており，特に栄養評価を担当する栄養士 1

人あたりの患者数はこの 10年で 3割も増加している．
そこで，まず栄養障害リスクを有する患者を効率的に
拾い出し（栄養スクリーニング），拾い出した患者に
対して詳細な栄養評価（栄養アセスメント）を実施す
る方法がよいと考えられる．
栄養スクリーニングの頻度は，維持透析患者では

4〜6カ月に一度くらいが適当であるが，透析導入直
後や栄養障害をきたしうるような合併症を発症したと
きには頻度を増やす必要がある．

3　栄養スクリーニング

栄養スクリーニングは，できるだけ簡便で，特異性
よりも感度を重視した方法で行うのがよい．一般には，
BMI，3カ月ないし 6カ月の体重減少，血清アルブミ
ン値，subjective global assessment（SGA）11）などによ
って，PEWリスクのある患者を選び出す方法が勧め
られている．SGAは，主に検者の主観によって栄養
状態を評価する方法であるが，少し訓練をした栄養士
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ならば場所を問わずに行うことができ，診断の正確性
も比較的高いと評価されている．血液検査が行いにく
い在宅患者などでは特に有用性が高いが，評価があい
まいで検者間の差が出やすい傾向がある．血液透析患
者では，透析毎に体重を測定し，血液検査も定期的に
行われているので，それらのデータを利用して栄養ス
クリーニングを行うのが効率的であると考えられる．
筆者らは，過去 10年間に文献に発表された栄養ス

クリーニング法のなかから信頼できそうな方法を選び
出し検討を行った結果，透析患者の栄養スクリーニン
グには geriatric nutritional risk index（GNRI）が優れ
ていることを報告してきた12）．GNRIは，Bouillanne

らによって高齢者向けに作成された栄養指標で，血清
アルブミン値と体重から算出する簡便な方法である13）．

GNRI＝14.89×血清アルブミン値（g/dl）＋41.7

　　　 ×（ドライウェイト/理想体重）
ただし，この式でドライウェイトが理想体重より多
い場合にはドライウェイト/理想体重を 1とする．理
想体重は，BMI＝22となる体重である．透析患者で
は GNRI＝92未満を栄養障害リスクあり，92以上を
リスクなしと判定する．

GNRIは，血清アルブミン値とドライウェイト，お
よび身長という客観的データのみで算出できるという
特徴がある．したがって，必ずしも栄養士が判定する
必要はなく，コンピューターで自動的に算出するよう

なシステムを作ることも可能である．GNRIは，非常
に簡単に算出できるが，他の栄養指標ともよく相関す
る．Kalantarらが考案したmalnutition inflammation 

score（MIS）は，SGAに血清アルブミン値，総鉄結
合能と BMIを加えた指標である14）が，これと GNRI

の相関は r＝－0.67, p＜0.0001，栄養障害の診断一致
率は 79％であった．このことから，GNRIは透析患
者の栄養スクリーニングとして十分に有用であると考
えられた．

4　栄養アセスメント

栄養スクリーニングによって栄養障害リスクを有す
る患者を選び出したら，その患者に対してより詳細な
栄養アセスメントを行う．透析患者の栄養アセスメン
ト法については，2006年に国際的専門家会議によっ
て定められた方法に従うのが妥当である（表 2）1）．
この基準によれば，透析患者の PEWの診断には，

血液生化学検査，低体重か体重減少または脂肪の減少，
筋肉量の減少，食事量の減少，の四つの項目のうち三
つに当てはまるものがあることが必要とされている．
この診断基準の特徴は，それまでの栄養評価法と比べ，
体脂肪率，筋肉量などの体組成やその変化が重視され
ていることである．まさに wastingの評価を重視して
いるということの現れである．
血液生化学検査のうち，血清アルブミン値は原文で

表 2　慢性腎臓病患者におけるたんぱく質・エネルギー消耗状態（PEW）の診断基準

1. 血液検査
　血清アルブミン値：＜3.8 g/dl（BCG法，原文），＜3.5 g/dl（日本人向け）
　血清プレアルブミン値：＜30 mg/dl（維持透析患者）
　血清総コレステロール値：＜100 mg/dl
2. 肥満度
　BMI：＜23（原文），＜18.5（日本人向け）
　体重減少：3カ月で 5％以上，6カ月で 10％以上
　体脂肪率：＜10％
3. 筋肉量
　筋肉量の減少：3カ月で 5％以上，6カ月で 10％以上
　上腕筋面積：健常者の中央値付近で 10％以上の減少
　クレアチニン産生量
4. 食事摂取量
　たんぱく質摂取量の低下：＜0.8 g/kg/日が少なくとも 2カ月間（透析患者）
　　　　　　　　　　　　　＜0.6 g/kg/日（CKDステージ 2〜5）
　エネルギー摂取量の低下：＜25 kcal/kg/日が少なくとも 2カ月間

　以上の 4項目のうち 3項目に該当するものがあればたんぱく質・エネルギーの消耗
状態と診断する．

文献 1より．
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は 3.8 g/dl未満を基準とすると書かれているが，日本
人では 3.5 g/dl未満とするのが妥当であろう．また，
BMIは原文では 23 kg/m2未満を基準とするとされて
いるが，我が国では一般的なやせの基準である 18.5 

kg/m2未満とするのが適当と思われる．
体組成では，体脂肪量が 10％未満であること，筋
肉量が 3カ月で 5％，または 6カ月で 10％減少する
ことが PEWの診断基準となっている．しかし，これ
らの体組成をどの方法で評価するかについては記載さ
れていない．臨床的にこれらの測定を行うには二重エ
ネルギー X線吸収法（DEXA）を用いるのが正確とさ
れているが，高価な装置が必要となるので一般的では
なく，多周波電気インピーダンス法（BIA法）も筋肉
量を選択的に測定することの妥当性が証明されていな
い．これらの評価法については今後の課題である．

5　栄養障害の原因の探索

上記の栄養アセスメントは，透析患者の栄養状態を
評価するには有用であるが，栄養状態の評価にとどま
っていて，原因にまでには踏み込んでいない．栄養評
価を治療に結びつけるためには，栄養障害がどのよう
な原因で起きているのか，という原因の追及にまで踏
み込むべきであろう．例えば，栄養障害が炎症によっ
て生じているならば CRPや IL-6などの炎症指標の測
定が必要であるし，またその炎症が何によって生じて
いるのかを明らかにしなければ治療には結びつかない．
今後，透析患者の栄養評価においては，表 1のような
さまざまな原因が栄養障害を引き起こしていることを
踏まえ，原因精査を含めた広義の栄養アセスメント法
を確立することが望まれる．

6　透析患者における PEW の治療

透析患者における PEWの治療では，十分に透析を
行うこと，十分な栄養摂取を行うこと，そして運動す
ることが重要である．
①　十分な透析
PEWの予防や治療に十分な透析を行うことは重要

である．十分な透析は，尿毒素を除去し，アシドーシ
スを改善し，食欲を阻害するようなさまざまな物質を
除去するのに有効である．透析不足は，食欲低下をき
たし，栄養状態や予後を悪化させる．しかし，Kt/V

を必要以上に大きくしたり，高効率の透析膜を使って

も，必ずしも栄養状態が改善するわけではない．透析
効率を上げることによって，アミノ酸などの必要な栄
養素が同時に失われることが，その理由であるかもし
れない．透析回数の増加は，食欲を改善し，栄養摂取
量の増加や栄養状態の改善をきたすと言われているが，
FHNトライアルの結果では，週 3回の透析を週 6回
にしても，血清アルブミン値や予後には有意な改善は
認められなかった15）．
②　経口的栄養補給
日本透析医学会から，透析患者の食事摂取基準とし

て，エネルギー 30〜35 kcal/kg標準体重，たんぱく質
0.9〜1.2 g/kg標準体重という指針が出されており16），
PEWを防止するためには，まずこの指針を遵守する
ことが大切である．
この量の食事摂取ができない時には，経口的栄養補

給を考慮する．これまでに，経口的にエネルギー 7〜
10 kcal/kg，たんぱく質 0.3〜0.4 g/kgを補充した時の
効果についての報告が数多くあり，そのメタ解析がな
されている17）．それによると，経口的栄養補給により，
トータルの栄養摂取量が増加し，血清アルブミンが
0.23 g/dL（95％ CI，0.037〜0.418）上昇したと報告さ
れている．特に，透析中に経口的栄養補給を行うと，
透析によって負になるアミノ酸バランスが正に転換し，
その効果は透析終了後も続くと報告されており，透析
中の経口的栄養補給を強く勧める根拠になっている．
ただし，予後や QOLを改善する効果があるかどうか
までは不明であるとされている．
③　透析中経静脈的栄養補給
経口摂取が困難な場合には，透析中に経静脈的に高
エネルギー・高たんぱく輸液を行ってもよい．透析中
経静脈的栄養補給を透析中経口栄養補給と比べた研究
では，両者の効果は変わらなかったが，透析中経静脈
的栄養補給では，透析終了後，アミノ酸バランスが速
やかに負に転じたと報告されている18）．経口的栄養補
給に比べてコストがかかるので，その適応は，経口摂
取が困難な場合に限られるべきであろう．
④　運動
PEWによって筋肉が萎縮した後，それを元に戻す
のは容易でない．上記の手段で栄養補給のみを行って
も，増加するのは脂肪や異所性脂肪が中心で，筋肉量
が増加するとは考えにくい（図 1）．筋肉量を増加さ
せるには，栄養補給に加えて，運動をさせる必要があ
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る．透析患者に対して筋肉量を増加させるためにレジ
スタンストレーニングを行うと，筋代謝が改善し，筋
力が向上するという報告がある19）．しかし，この報告
では筋肉量の増加はわずかで有意ではなかったとされ
ており，運動の効果については，さらに検討が必要で
ある．
⑤　たんぱく同化ホルモン・成長ホルモン
たんぱく同化ホルモンの投与が，透析患者において，
体重，筋肉量，血中たんぱく濃度を増加させたという
報告がある20）．わが国でも，エリスロポエチン製剤が
上市される以前には，難治性の腎性貧血の治療にたん
ぱく同化ホルモンが用いられたことがあり，PEW治
療の一手段になる可能性もある．しかし，たんぱく同
化ホルモンには肝障害などさまざまな副作用があり，
投与には慎重にならざるをえない．テストステロンが
欠乏した男性患者に対してテストステロンを補充する
のもひとつの選択であるかもしれない．がん，HIV感
染症，慢性閉塞性肺疾患の患者ではすでに試みられて
おり，除脂肪量，筋肉量，筋力が改善することが報告
されている21）．
成長ホルモンの投与は，透析患者ですでに試みられ
ており，筋肉量が増加することが示されている22）．し
かし，継続的な投与が必要で，非常にコストがかかる
のが難点である．
⑥　食欲増進薬
消化管ホルモンの一種であるグレリンは食欲中枢に
作用して食欲を増加させる．PEWを合併した透析患
者にグレリンを投与したところ，食事摂取量が増えた
ことが報告されている23）．グレリンには抗炎症作用も
あり，PEW治療の有力な候補である．
⑦　抗炎症薬
透析患者では，炎症が PEWの発症・進展に重要な
役割を果たしていることは疑いのないところであるの

で，炎症を抑制する作用を有する薬物は，PEWの治
療に役立つ可能性がある．抗炎症作用を有し，副作用
の少ない薬物を透析患者の PEW治療に用いる試みは，
小規模に行われており，今後の成果が期待される24）．

まとめ

透析患者の PEWは，炎症などが絡んだ複雑なもの
が多く，その治療は容易ではない．原因精査を含めた
多面的な栄養評価を行い，治療に結びつけることが重
要である．治療においては，まず血清たんぱくや体組
成など栄養指標の改善をめざすが，それにとどまらず，
死亡率や QOLの改善などの改善を指標にして，その
有効性を評価することが重要である．

本原稿の内容は，第 59回日本透析医学会学術集会  

大阪（2014）で発表した．
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要　旨

二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺全摘出
術（PTx）後，10年以上経過した 22例の骨密度変化
を経時的に検討した．骨密度は腰椎，大腿骨，前腕骨
ともに PTx後 2年以内に急速に改善，それ以降は微
減傾向で，10年以降もほぼ安定した状態を維持した．
女性では PTx前後の骨変化が男性より大きく，PTx後
10年以降も同様の傾向を示した．PTxは短期的な骨密
度の改善のみならず，術後，長期間の骨密度維持に有
効な治療法と考えられた．

緒　言

二次性副甲状腺機能亢進症に対する骨評価として，
骨代謝マーカーや単純 X線撮影の他，骨生検，骨量
や骨密度の測定が行われている．われわれは，副甲状
腺全摘出術（PTx）を施行した患者の骨評価には，定
期的に骨密度検査を実施してきた．
一般に，PTx後，短期的には骨密度は大幅に改善す
ると考えられているが，どの部位の骨密度が，どのよ
うに変化していくかなど，特に長期的評価については
ほとんど知られていない．われわれは，PTx前後に骨
密度評価を行い，10年間以上にわたり，定期的に長
期間観察が可能であった症例について，経時的骨密度
変化を検討した．

1　対象と方法

慢性腎不全により，維持透析管理中，二次性副甲状
腺機能亢進症が進行し，副甲状腺全摘出術（PTx）＋
副甲状腺組織自家移植術（前腕）を施行した患者のう
ち，術後，10年以上経過観察した 22例を対象とした．
性別は，男性 13例，女性 9例，年齢は 64.9歳（男性
62.2歳，女性 68.9歳），透析期間は 29年 7カ月，PTx

までの期間は 14年 2カ月，PTx後の観察期間は 15年
5カ月（いずれも平均）であった．PTx後の予後とし
て，死亡は 4例（いずれも他因死）であり，再発例
（PTx後，基準値未満に下降した intact PTHが 100 pg/

ml以上に上昇した例）は除外した．
これらについて，PTx前後，4〜6カ月毎に dual en-

ergy X-ray absorptiometry（DXA）法による骨密度測
定を，腰椎，大腿骨，および前腕骨に対して行い，血
液生化学検査値（intact PTH, ALP, Ca, P）とあわせて
評価した．骨密度測定装置は，HOLOGIC社製 DEL-

PHIを用い，腰椎は正面像（L2-L4），大腿骨は頚部，
前腕骨は橈骨遠位 1/3の骨密度（g/cm3）を比較，検
討した．なお骨密度の変化は，当該測定時の骨密度を
100％とした時の前年の骨密度との比の差で表わした
（骨密度変化率：％/年）．

臨床と研究

副甲状腺全摘出術後，10 年以上経過した例の 
経時的骨密度変化の検討

山口　聡＊1　徳光正行＊1　増井則昭＊1　金子茂男＊1　石田裕則＊1　小山内裕昭＊2　
＊1  北彩都病院泌尿器科　＊2  北海道社会事業協会富良野病院泌尿器科
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2　結　果

PTx前後の intact PTHの推移を示す（図 1）．PTx

後は，intact PTHは著明に低下し，3年以降，微減は
あるものの，10年後以降も，おおむね良好な移植腺
機能を維持していた．

PTx後の骨密度の年次変化では（図 2），PTx後 1

年間で，骨密度は大幅に改善しており，2年目でその
変化は緩徐となった．PTx後 3年以降は，改変が終了
し，多少のばらつきはあるものの，骨密度はわずかに
低下傾向を示した．部位別にみると，PTx後 2年間の
骨密度の改善は，腰椎と大腿骨で顕著であり，前腕骨
はこれらのおよそ 50％であった．PTx後 3年以降の
骨密度は，腰椎，大腿骨，前腕骨ともに，同程度の変
化を示していた．

PTx前後の骨密度変化を，PTx前 2年間，PTx後 2

年間，PTx後 3〜9年，PTx後 10年以降，の 4期間で
まとめて評価すると（図 3），骨密度変化率（％/年）
は，PTx前では，腰椎－8.1％，大腿骨－7.1％，前腕
骨－9.1％と急激な減少を示していた．PTx後の骨密
度は，最初の 2年間で，腰椎＋13.4％，大腿骨＋13.7％，

前腕骨＋6.7％と急増した．その後，骨密度変化は安
定し，PTx後 3〜9年までは，腰椎－0.15％，大腿骨
－0.32％，前腕骨－1.09％，PTx後 10年以降は，腰椎
－0.29％，大腿骨－1.55％，前腕骨－0.45％と微減に
とどまった．
各部位の骨密度の変化を男女別に見てみると，腰椎
では，PTx前後 2年間の骨密度変化は女性に大きい傾
向であり，女性では PTx後 3〜9年でわずかに上昇，
PTx後 10年以降はわずかに低下していた（図 4）．大
腿骨でも同様な傾向を示していたが，PTx後 3年以降
は，女性においても，すべての時期で骨密度は低下し
た（図 5）．前腕骨の骨密度変化は，相対的に，腰椎

図 1　PTx 前後の平均 intact PTH の比較
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図 3　PTx 前後の４期間における平均骨密度変化
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や大腿骨よりも低値を示したが，変化のパターンは同
様であった．なお男性において，PTx後 10年以降に
骨密度はわずかに上昇していた（図 6）．

PTx後，骨改変が安定化したと考えられる 3年以降
の骨密度変化について，加齢による生理的な骨密度変
化（健常例）との比較を試みた．男性では，健常コン
トロールとして平均年齢 54歳の研究1）と比較した．
腰椎，大腿骨，前腕骨のそれぞれにおいて，データの
バラつきが大きく，一定の見解を得られなかったが，
骨密度変化の変動幅は小さく，PTx後 3〜9年，PTx

後 10年以降の比較において，骨密度の生理的加齢変
化との大きな差異は認められなかった（図 7）．
一方，女性の閉経後期例（平均年齢 61.9歳）2）との

比較では，PTx後 3〜9年までは，特に腰椎と大腿骨
において，閉経後期例よりも明らかに骨密度は維持さ
れていた．しかし PTx後 10年以降は，骨密度は徐々
に低下しており，閉経後期例とほぼ同様な骨密度変化
を示していた（図 8）．

3　考　察

二次性副甲状腺機能亢進症に対する骨評価として，
一般的には骨代謝マーカーが有用であるが，形態的評
価には単純 X線撮影や骨生検が，定量的評価として
は骨量や骨密度の測定が行われている．単純 X線撮影
は最も簡便で，PTx前後，長期間の観察には有用なこ
ともあるが，客観性に乏しく，早期の骨変化はとらえ
にくい3）．骨生検は骨評価にはゴールドスタンダード
として認識されている一方，その侵襲性のため，簡便
な検査法とは言い難く，PTx術後の定期的な骨評価の
ような検討には適していない．透析患者における二次
性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン4）では，骨量
や骨密度の測定は，骨折の危険予測に有用との報告が
あると記載されており，高代謝回転骨の重症度や治療
効果の判定には有効と考えられている5）．

PTx前後の骨密度評価には，かつては中手骨等での
microdensitometry法6）や digital image processing法1），
橈骨での single photon absorptiometry法1, 7）が用いら
れてきた．現在では，簡便で再現性と定量性に優れ，
皮質骨や海綿骨の割合が異なる骨においても個別に評
価が可能2）な DXA法により，多くが検討されている8）．

PTx前後の骨密度変化は劇的であり，特に術前の
PTHレベルが高値で骨密度の低下が著しい例では，
PTx後の骨密度の回復が良好であることが知られてい
る9, 10）．骨生検による詳細な検討では，PTx前の高代
謝回転骨では，破骨細胞による骨吸収が，骨芽細胞に
よる骨形成を上回るため骨量が減少しており，PTx後
は，速やかに骨吸収所見が改善して，骨形成が優位に
なることが確認されている11）．
長期透析患者の増加に伴い，PTx後の経過観察期間
も延長するはずであるが，PTx後の骨評価の多くは，
PTx後 3年以内の検討であり8〜10, 12），われわれが調べ
えた限りでは，PTx後 5年の検討13）がこれまでの最長
の期間であった．Yamanouchiらは，PTx前と PTx後
5年後の骨密度を比較し，橈骨は有意に改善していた
が，腰椎の骨密度には有意差が無かったと報告してい

図 6　PTx 前後の前腕骨の平均骨密度変化（男女別）
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る13）．
PTx後の骨状態を長期間に評価する場合，PTxによ
る PTH下降という直接的な効果のほかに，移植腺機
能や加齢による生理的な骨密度の減少を考慮する必要
がある．閉経後の骨粗鬆症の進行といった性差にも留
意しなければならない．したがって，骨評価は，年間
1〜2回は必ず施行すること，その評価は骨密度の絶
対値ではなく，個々の患者における骨密度の変化率で
観察することが必須と思われる．
われわれの検討では，PTx後の骨密度変化は，術後

2年以内に安定化し，もし移植腺再発による副甲状腺
機能亢進症の再燃や移植腺機能低下による極端な低
PTH血症の状態がなければ，それ以降は，年齢や性
差による生理的な骨密度減少に委ねられるのではない
かと考えている．
骨評価の関心領域として，皮質骨と海綿骨のどちら
を主体にするかという議論については，骨内膜部の
remodelingは早いため，皮質骨の骨損失は海綿骨に
比し大きく14），皮質骨は骨折に大きく関与しているた
め，皮質骨の評価が重要であると考えられている15）．
PTx後の骨密度は，海綿骨優位の腰椎では約 10％増
加する一方で，皮質骨優位の橈骨では数％の増加に
とどまると報告されている8）．今回の検討でも，前腕
骨の骨密度の改善は，PTx後 2年までには，腰椎や大
腿骨に比し，約 50％程度であった．骨粗鬆症への関
心から，骨評価の注目がどうしても腰椎や大腿骨に向
かいがちであるが，長期的には骨折に大きく関与する
皮質骨にも注意を払うべきであろう．

結　語

PTx後 2年間で骨密度は著明に改善していたが，そ
の後は概ね安定していた．PTx後 10年以降，骨密度
は微減していたが，性別や年齢による生理的な骨密度
変化とほぼ同様と考えられた．PTxは，短期的な骨密
度の改善だけではなく，長期的にも骨密度維持に非常
に有効な治療法と考えられた．
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要　旨

自己血管使用皮下動静脈瘻（AVF）を可及的に縮小
して作成する試みを行ってきた．その手術成績，手術
器具の開発，手術実技ならびに課題について詳述する．
術式の肝要は動静脈吻合径を 3 mmまで縮小し，吻合
の精度を上げる（fine suture）ことにある．具体的に
は 13の手順にのって作業を進めるが，強調すべきポ
イントは，①皮膚切開の位置，②動脈・静脈の遊離長，
③動脈・静脈の切開部位，④3 mmの切開径，⑤1 mm

あたり 3針の運針，⑥背側枝の結紮（離断），の 6項
である．この術式によってシャント血流量が適正に保
全され，過剰血流によって生じる多くの合併症の抑止
につながることを期待したい．

はじめに

透析用シャントは停止することなく常に血液循環を
維持している．その不条理は承知していても，AVF

がベストなバスキュラーアクセス（VA）として広く
普及している以上，誰もこれに異を唱えることはでき
ない．しかし高々 200 ml程度の血流しか有効に利用
しないのであるから，その倍のシャント循環もあれば
本来その役割としては十分なのであろう．では流量
400 mlの AVFを意図的に作製できるのか？ 論じる
までもない．そもそも対象は一人ひとりが異なった個
体であるのだし，血流を規定する複数の因子はすべて

変数である．さらにシャントは「成長」するものであ
るから，作製時に調整した流量を将来にわたって固定
できるものでもない．ならばせめてもう少し合理的に
対応できないか，現実的な手立てを示すことができな
いだろうかと考えてきた．
我が国の平均的な血液流量設定は欧米よりも著しく
低く，アメリカに比べればその半分にも満たない1）．
身体も小さいうえに高齢の患者も多い，理由は様々あ
るにせよそれもまた動かせぬ現状である．では AVF

もそれなりの低出力に配慮されてきたのだろうか？
その一つの提案が吻合径を 3 mmにとどめる radio-

cephalic AVFである．小さなシャントを作ることは決
して曲芸の類ではない．実地臨床でその正当性を十分
に示せたならば，ひとつの手法として広く受け入れて
もらえるに違いない．

1　ロードマップを振り返って

約 10年前，minimum invasive surgeryの動きが各
分野で成熟期を迎えていたころ，自身も手術になにか
工夫が施せないだろうかと漠然と考えを巡らせていた．
シャントといえども傷は目立たぬほうがよい．まして
腹部の傷跡とは異なって，それは人目につく場所にあ
る．そこで皮膚切創を小さく収める努力を続けてみた．
すべての症例にというわけにはいかなかったが，1 cm

程度の切開で行っても手術の目的は達成できることを
実感した．この考えを 2008年に「より小さな創で行

臨床と研究

Fine suture
――　小さなシャントを作る　――

小口健一　浅野　学
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う Primary AVF」として披露したことが，その後の展
開の契機となった（図 1）．翌年には初期の 100例の
手術成績を欧州で報告し，このような試みは海外でも
例がないことを知った．そこに示した成績は手関節近
傍の橈骨動脈と橈側皮静脈を用いた初回 AVF作製と
して行った結果で，皮膚切開を 1 cmにとどめ，吻合
径を 3 mm（一部は 4 mm）としたものである．手術
時間の中間値は 46分であり（図 2），切開創の大きさ
は手術時間に大きく影響しないとの印象を持った．ま
た長期成績については 1次開存率 12カ月 83.6％，36

カ月 63.9％，2次開存率はそれぞれ 87.2％，71.8％で
あった（図 3）．今にして思えば胸を張れるような成
績とはとても言い難いが，対象の平均年齢が 70歳代
であったこと，従来の手術器具を用いて行っていたこ
とを考慮すれば，初期成績としてまずまず妥当なもの

であった．
皮膚切開を縮小することに慣れると血管吻合も徐々

に小さくまとめるようになった．すると今度は既製の
手術器具に不満を感じ始め，理想的な道具を作りたい
という要求が強くなってきた．その具現化の一つが，
世界のどこにもなかった VA手術専用のバスキュラー
クランプ，テクノクランプ®（高砂医科工業株式会社）
である．既製のクランプはどれも大きすぎて，また前
腕の動静脈に用いるには強すぎるものばかりだった．
中には動脈・静脈の用途別に圧を設定した製品もあっ
たが，我々は手に入るものすべてを実測定して，いず
れも必要十分な圧をはるかに凌駕する設定がこれらに
施されていることを知った．
そこで理想とするクランプを一から作り上げること
を決意したのである．求めた条件は以下の三つであっ

図 1　ロードマップ（2008～2014 年）

2014 年第 59 回 JSDT『AVF作製の工夫～小さなシャントを作りたい～』

2013 年第 58 回 JSDT 『AVF 作製に伴う動脈ストレス』

2013年EDTA 50th Congress 『Vascular clamps used for access procedures may cause
 a vascular access failure on some future occasion』

2013 年第 29 回日本医工学治療学会 『AVF作成における小さな創意』

2011 年第 56 回 JSDT 『手術器具の進歩―ブルドッグ型クランプ―』

2009年WCN『Primary arteriovenous fistula with a small skin incision（smaller than 1 cm）
 : surgical technique and result』

2008 年第 96 回日本泌尿器科学会総会『より小さな創で行うPrimary AVF』

図 2　100 例の手術時間

Median 46 min

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

m
in



日本透析医会雑誌　Vol. 29　No. 3　2014436

た．
①　機能長（jaw）を損なうことなく，本体のサイ
ズを極限までコンパクトにすること．
②　大幅にバネ圧を下げてかつ安全に阻血が可能と
なる圧を，動脈中枢用（強），動脈末梢用（中），
静脈用（弱）の使用目的に合わせて派生させるこ
と．
③　バネの耐久性を強化して疲労による圧の低下を
防止すること．

4年の歳月を経てまったく新しいクランプが完成し
た．デザインはつまみ部分（第 1取付高さ）を 6 mm

に短縮し，本体からの膨らみを抑えることで吻合糸の
引っ掛かりを抑止した．さらに機能長を保持したまま
で全長を 25 mmまで短縮した（図 4）．耐久性は両端
のバネの巻き数（座巻総数）を従来の倍にして補強し
た．さらに新たな試みとしてバネ圧の変化を，コイル
内径や有効巻き数を変えずに，バネ線径の変更によっ
て実現した（図 5）．これらの工夫は結果的に耐久性
の向上にも大きく貢献した．バネ圧は慎重なシムレー
ションを行って，それぞれ 173.5 g，127.0 g，75.5 gに
決定した．この内容は，2011年に，第 56回日本透析
医学会学術大会で「手術器具の進歩―ブルドッグ型ク
ランプ―」として報告した．専用の手術器具の開発は
その後も続けているが，道具へのこだわりを強くする
と手術の普遍化の妨げになりかねないことも承知して
いる．
クランプによって生じる血管ダメージは，ブタの頚
動静脈を用いた組織検証や，トランジットタイム法を
用いた術中血流モニタリングを行って多面的に検証を

図 3　1 次ならびに 2 次開存率
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図 4　テクノクランプ設計図面
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図 5　テクノクランプと従来のブルドッククランプ
　囲みをつけたものがテクノクランプ．右 2つの既製品と比べ
て jawの長さがほとんど変わらない．またバネの構造の差異が
明らかである．
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続け2），2013年に国内外でその成果を発表した．その
さなか，偶然にも橈骨動脈の血流は吻合直後から増加
し，3 mmの吻合径で作製した場合でもたちまち 3倍
にも跳ね上がることがわかった（図 6）．この事実は，
自身の仮説「3 mmの吻合径でも透析に不足のない血
流が得られる」を支える大きな証拠となった．2014

年，第 59回日本透析医学会学術大会では原点回帰し
て，「AVF作製の工夫〜小さなシャントを作りたい
〜」という表題で手術そのものの内容を具体的に公開
した．吻合径を縮小するならば血管内の空間を最大限
有効に形成しなければならない．そのためには極力縫
いしろをとらずに薄く密に縫う，目指すのは一本の線
形の縫合 ‘fine suture’である．先の講演では動画を用
いたが，本稿ではそれに代えて詳細な手術手順を書き
記したい．

2　執刀にあたって

AVF作製は肉眼で（macroscopically）実施するこ
とが十分可能な手術である．肉眼とは拡大鏡（ルー
ペ）や顕微鏡を用いずに行うことを意味している．
microsurgeryではないと表現したほうが適切かもし
れない．拡大視に用いるデバイスの使用には慣れが必
要である．しかしこの手術はもっと普遍的に行われる
ものであるから，特殊な環境や備品を要さずに実施可
能であることはとても重要なことであると思う．
次に，誰が手術を行うのか？ 素性がなんであれ，
透析医療に精通した術者がこの任に当たることが望ま
しいと思う．使う身になって作る，つまりいつから使
用をはじめるのか．血流はどのくらい必要なのか．ど
こに針を置くのか．実際にそのイメージを頭に描きな

がら設計図を完成するのである．最後にこれは常に自
分への戒めでもあるが，術者は自身の仕事の結果に責
任を持ち続けたい．作製した AVFが最終的な評価を
受けるのは手術からずっと後のことである．手術は独
立したイベントではなく，そこに至る前から最後の透
析を終えるまで綿々と続く‘治療史’のワンシーンに
すぎない．作者はその作品の行く末に関心を持つべき
だし，不測の転帰に至ったさいには再建に最大限の努
力を傾注すべきである．

3　実　技

手関節に近い前腕で作成する radiocephalic AVFに
ついて以下に手順を述べる．まずベストなフォーカス
が得られるよう照明を設定する．無影灯は光を強くす
るほど視認性が向上するわけではない．あえて少し照
度を落とすとハレーションが少なく立体感を把握しや
すいこともある．次に距離の調整を行う．やや前かが
みの姿勢を維持したままで吻合部に視点が一致するよ
うに着座の位置を固定する．

1. 皮膚は背側枝の分枝レベルで動脈直上から 1 cm
横切開する．
背側枝の分枝部は静脈径が緩やかに広がっていて吻
合に好ましい．またこのポイントを選ぶのは後に述べ
る背側枝の処理を必須としているからでもある．
局所麻酔には 26Gの短針を用いている．動脈の直
上から直角に 1 cmの横切開を加える（図 7）．静脈の
上まで切開をのばす必要はない．たとえ動静脈が離れ
ていても，静脈は可動性が高いために 1カ所把持して
しまえば以後の剥離は容易なのである．

図 6　術中の血流モニタリング
　3 mmで動静脈吻合を行った際に橈骨動脈の血流をトランジットタイム法によって計測
した．吻合前 42 ml/分がわずか 3分後には 186 ml/分まで上昇している．（文献 2より転用）

Max 42 ml/min Max 112 ml/min Max 186 ml/min （秒）

コントロール 吻合直後 吻合 3分後

（
m
l/
分
）
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一方，動脈の剥離操作は直上にスペースを必要とす
る．それ故に皮膚切開は動脈に配慮して偏っている．
ほとんどの症例が 1 cmでこと足りてはいるが，稀に
男性で皮下組織がとても固く展開の悪い症例がある．
また逆に高齢の女性に見られるのだが，皮膚ならびに
皮下組織が紙のように菲薄で牽引すると裂けてしまう
例もある．こうした場合には無理をせずに少しだけ切
開を拡大することは言うまでもない．

2. 動静脈の乖離に合わせて静脈の遊離長を決める．
移動の自由度が高いのは静脈であるから，吻合はな
るべく動脈側に寄せて行いたい．動静脈が離れて走行
していたならばその分静脈を長く剥離しておく必要が
ある．背側枝も合わせて剥離して結紮のできる状態に
しておく（図 8）．

3. 血管の細枝は結紮によって処理する．
この手術には電気凝固を使用しない．それには明確
な理由がある．なにより確実に止血を行いたいからで
ある．吻合の後には術野全体に血流が著しく増加する
ので，不完全な凝固点から後出血するリスクがある．
どんな細枝であってもていねいに結紮処理しておきた
い．また術野が狭いゆえに高電流によって不用意なア
クシデントを招く恐れがある．皮膚火傷や神経反射な
どである．

4. 動脈剥離にさいしては極力伴走静脈に触れない．
この手術で出血が生じるとするならば，
①　鈎で皮下組織を牽引する際に細枝を損傷する
②　動脈の剥離に際して伴走静脈を損傷する
③　吻合部そのものからリークする
の三つの状況があげられる．この中で防ぐことができ
ないものは①のみである．③についてはそれが噴出す
るような出血ならば，吻合がかなり不正確であること
を大いに恥じ入るべきであろう．
最も注意を喚起したいのは②のケースである．結論
から言えば「安全のために伴走静脈には触れない」こ
とである．これらの静脈はきわめて脆弱で，鑷子でつ
まむ程度の負荷でも容易に破たんすることがある．橈
骨動脈をまたぐようなその分枝は結紮処理せざるをえ
ないが，あとは一瞥もせずにこれを周囲の組織ととも
に落としてしまうのである．伴走静脈は動脈に密に接
しているように見えるが，その間には必ず被膜が存在
する．動脈の直上 12時を剥離のラインに決めて，動
脈壁の独特のぬめりが見てとれるまで，すなわち外膜
の直上まで剥離したならば，その層を保持しつつ切開
を長軸に伸ばしていけばよい．いつの間にか静脈が視
野にないことに気づくはずである．動脈は圧縮したバ
ネのように鞘に収まっているので，正確な層で被膜が
切開されたならば，はじき出されるようにその姿を見
せる．

5. 動静脈の合流角度が鋭角になるよう，動静脈の
切開部位を慎重に決定する．
手術を成功させるための重要なポイントの一つであ
る．静脈の吻合部位には，原則的に，背側枝分枝の三
角形を利用することは述べた．動脈の切開部位をそこ
に合わせるように動脈剥離の範囲を調整する．吻合部

図 7　皮膚切開線
　橈骨動脈の走行上から橈側静脈背側枝分枝点に向けて直角に
1 cm切開．

図 8　静脈剥離
背側枝も十分な余裕をもって剥離しておく．
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近位の 2本の血管が緩やかに 1本化するようなイメー
ジが望ましい（図 9）．決して動脈にキンクを生じさ
せてはならない（図 10）．吻合の後ではこれを修正す
ることができない．キンクは静脈の剥離が十分でない
とき，また逆に剥離が行き過ぎたときに生じやすい．

6. 切開径は動脈・静脈とも 3 mmとする．
過剰に剥離した場合を除いて，動脈は吻合後に元の
位置に戻ろうとする．吻合部につられて静脈全体も動
脈側にロールするから（図 11），静脈の吻合部は 12

時からわずかに動脈側にずらして切開する．血管壁は
尖刃を上に向けて，ためらいなく 3 mm切開する．割
を入れた後に眼科用剪刃で切開を延長すると切開線が
歪むので避けたい．
静脈にはわずかなねじれも生じさせたくない．吻合

部で静脈にねじれが発生すると，吻合部のちょうど出
口のあたりにそれがまとめて現れる．ねじれた箇所は
拡張が悪くなり血流のスムースな流出を妨げる．これ
も後の修正が効かない．

7. カテーテルによって静脈中枢の開存を評価する．
生理食塩液をシリンジでフラッシュしただけでは橈
側皮静脈の開存は証明できない．正中皮静脈が閉塞し
ていてもその末梢に深部と交通する静脈枝があれば，
注入した水流は滞りなく流出することがある．

3Fのフォガティーカテーテルを上腕まで進め，バ
ルーンを軽く膨らませて（0.18 ml），ゆっくりと引き
抜いてくる．抵抗があれば無理をせずにバルーン容量
を調節して通過させる．この操作の目的は静脈拡張に
あるのではなく，あくまでも開存の確認と潜在的な狭
窄部位の有無を把握することにある．

8. 橈骨動脈末梢からの環流を確認する．
静脈に流入する動脈血は順行性とは限らない．尺骨
動脈から手掌動脈を経て，すなわち逆行性の流入は少
なからず存在する．エコー所見や血管造影でそれが生
じていることにはしばしば気づかされる．この流れが
顕著になればスティール症候群として認識されるので
あるが，ほとんどのケースでそこまでには至らぬ程度
にとどまっている．
万が一橈骨動脈の中枢にスパスムや血栓が生じたと
きに，末梢からの環流はシャント血流を保全するバッ

図 10　動静脈吻合直前
　本症例では動静脈走行の乖離が見られたため動脈も通例以上
剥離した．緊張緩和のためすでに静脈背側枝は切断している．
動脈（手前）の緩やかなアーチの頂点を吻合部位に供する．

図 9　動静脈吻合直前
パラレルなイメージを作り上げる．

図 11　吻合終了後
　皮膚切開は 1 cmに満たない．吻合径は 3 mmで作製した．
血流再開後から静脈は著しく拡張し，吻合部は動脈側にロール
して正面からは認めづらい．この症例の上腕動脈流量は 50 ml/
分から 1年後 700 ml/分まで増加した．
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クアップとなるため，必ずその有無を確認しておきた
い．クランプを一瞬緩めて血流の吹き出しがあるなら
ば，あるいは 18Gの留置針外套を挿入して力強く血
液がシリンジを満たしてくるようなら，十分な予備血
流が保全されている．

9. 血管吻合の運針は 1mmあたり3針を目安にする．
吻合は 7-0プロリンを使う．持針器はMathiewで

はなく短い Hegarを用いている．これは術者の好みに
よる．運針の間隔は 1 mmあたりに 3から 4針，片面
につき 12針を目安にしている（図 12）．
これをかなえるためには，一片 1 mmの正方形の四

隅とその中間点，そして正方形の中心の，合わせて 9

点に運針できる精度が求められる（図 13）．3 mmの
縫いしろは一度頭の中で 6 mmに拡大し，その辺縁は
小さな正方形のピースが連なったものに再構築して，
それぞれのピースの中心に運針するのである．このイ

メージは微分と積分の関係に似ている．
正確な運針のためにはいくつかのコツがある．針は
持針器の先端に直角に固定し，少し短めに把持する．
持針器は柄の中ほどを持ち，持ち手を患肢の上に添え
る（図 14）．全体を固定したうえであとは手首の回転
だけで針先を動かす．さらに微小な調節には鑷子の背
で血管壁を針の軌道上に誘導すればほとんどブレは生
じない．
後壁の吻合にさいしては外反に注意が必要である．
裏側から両血管壁のスリットに度々鉗子を挿入して内
腔側に血管壁を翻転させ，正確な断面を露出させる．
逆に前壁の吻合にさいしては内反に注意を払う．両端

図 12　後壁吻合のイメージ
　3 mmに 12針程度の運針を行う．エッジに近づくにつれて密
にする．

図 13　Fine suture イメージ

図 14　持針器の取り扱い

図 15　前壁吻合のイメージ
牽引によって縫いしろを拡げる．
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においたアンカーを牽引することによって血管壁を伸
展させ，適度に緊張をもたせる（図 15）．後壁は正方
形の下辺にあたり，前壁はその上辺に相当すると考え
ればよい．
運針の深さは常に浅くするものの動脈は 3層を意識
して貫く．動脈と静脈，二つの血管の壁の厚さは相当
異なっているが，内腔は面と面を段差なく接合するイ
メージである（図 16）．そのために内腔に出す運針は
さらに薄く貫通させる（図 17）．中枢端，末梢端に近
づくにつれて動脈側の運針は徐々に浅くなり，後面で

は内膜と中膜の一部のみ，前面では外膜と中膜の一部
のみに運針が留まる．
両端でのプロリンの結紮は各々 4回までとしている．
些細なことではあるが，結紮を繰り返すたびに結び目
には高さが生じる（図 18）．この端に「外出し」した
相方を結紮すると締めが甘くなり，縫合全体に緩みが
生じてしまうからである．
吻合部末梢の静脈は吻合部遠位端で再度結紮して離
断する．この瞬間に吻合部は動脈側に引き込まれ，緊
張から解放される．吻合径は後に 2.5 mm程度に観察

図 16　Fine suture イメージ
運針を密にするほど吻合ラインはリニアに近づいていく．

図 17　Fine suture イメージ
針のラインは内腔面に余剰を残さないようにエッジに導く．

図 18　結紮によって生じる目の高さ
　後壁吻合終了時．4回結紮（末梢側・右）と 8回結紮（中枢側・左）．7－0プロリンと
はいえ結びを重ねると目に高さが生じる．縫い上げてきた糸をこれと結紮すると，吻合部
のエッジがしっかり締め上げられずにリークを生じる恐れがある．
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されることが多い（図 19, 20）．

10. 吻合部末梢の静脈ならびに背側枝は必ず結紮
（離断）する．
橈側皮静脈の末梢は，カニュレーションのさいにす
でに結紮済みであるが，盲端を残さないように再度結
紮する．
背側枝の処理については意見の分かれるところかも
しれない．しかし是非これを結紮することを薦めたい．
背側枝を開放しておくという主張の真意は明白である．
橈側皮静脈が閉塞したさいには背側枝がバックアップ
の流出路となるからである．そうならずとも拡張した
背側枝は動脈側の穿刺部として重宝である．しかし血
液の流出路は圧の勾配に依存している．背側枝はその
先で多くの手背枝に連なるから，血流は容易に拡散し，
さらにそれは尺側皮静脈に流出する．橈側皮静脈が健
全に開存している限りは問題とならないが，ひとたび

圧のバランスが損なわれたなら静脈高血圧の合併は必
至である．
怒張した手背の静脈から動脈ラインを確保している
状況を時に見かけるが，皮膚が薄いために止血も悪く，
皮膚潰瘍ひいては感染の契機になることから好ましく
ない．また背側枝が開存していると橈側皮静脈に狭窄
が生じてもシャント音が維持されるために，経皮経管
的血管形成術（PTA）の導入が遅れやすいことも負の
要因である．上記 7の処置で，中枢側の開存を確信し
たならば迷わずに結紮すべきである．

11. 阻血を解除する前に術野の止血を念入りに確認
しておく．
血流を再開した後には膨張した血管自体が視野の障
害となって，止血は容易ではない．もう一度万全を期
してから阻血を解除したい．

12. スパスムが予想されたなら，プロスタグランデ
ィン製剤を静脈内投与しておく．
経験的に行われる方法の一つである．アルプロスタ
ジル 10 ngを緩徐に静注する．ヘパリンの投与もあわ
せて行うことが多い．ただしこの処置に関してのエビ
デンスは有していない．

13. 吻合部から静脈中枢を見える限り観察して，静
脈が均一に拡張しているかをチェックする．
筆者は小児用ケリーを用いて静脈周囲の疎な組織を
分け開いている．この作業は拡張した静脈を決して傷
つけることのないように必ず直視下に行うことが重要
である．

言うまでもなくこの術式は万能ではない．吻合が不
可能な例は必ず存在するが，ほとんどの症例について
それは静脈の問題ではない．内腔が保持されているな
らば，自身は直径 1 mmの静脈でも吻合を試みる．し
かし動脈の血流が著しく低下した症例は，吻合の形は
整えることができても結果は絶望的である．せめて同
レベルでの術前橈骨動脈血流は毎分 30 ml以上あるこ
とが望ましい．

Fine sutureには明確な意図が込められている．脈
管の条件がよく，通常の吻合径で作製すれば将来ラー
ジシャントを必発するようなケースに縮小を提案する．

図 20　図 19 症例の 6 カ月後（橈側皮静脈の拡張）

図 19　吻合部エコー所見
　術後 6カ月の吻合部．2.7 mmと計測された．この症例の上
腕動脈血流量は術後 1カ月 200 ml/分，6カ月 620 ml/分であ
った．

V
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しかし目的はそれだけではない．救済である．従来な
らば AVF作製を断念するような粗末な血管でも，こ
の手技を用いて吻合の可能性を新たに見出せたならば，
将来の再建部位の温存につながるのである．

4　考　察

日本の VAの在り方は海外からベンチマークとされ，
常々高い評価を受けてきた．それは DOPPSでも明ら
かにされたように，わが国の透析医療が伝統的に
AVFに強いこだわりを持ち続けているからに他なら
ない3, 4）．では AVFそのものにはなにか誇るべき工夫
があったのだろうか．DOPPSに「AVF設置に適切と
考える最小の血管吻合サイズ」というトピックがあっ
た（文献未発表資料）．12の国と地域で，過去 1年間
に一度でも VA手術を施行したことのある医師 222名
を対象にこの調査が行われた．5.4 mmと集計された
日本の回答は，2番目に大きな数字だったのである．
吻合径は実際どこまで小さくできるのだろうか？
試験的にではあるが 2 mmまでそのハードルを上げて
みたことがある．吻合は可能との感触を持ったが，手
技は 3 mmよりはるかに難しい．特に動脈壁の厚みが
一段とリアルに感じられ，運針が弧を描けなくなる．
肉眼視の限界を感じた．そこでmm単位で求めたな
らば 3 mmが実用の下限との結論に至ったわけである．
それは実に皮肉なことに，半世紀も前の原法MJ Bres-

ciaの論文（1966年）に記されていた「3 mmから
5 mm」の下限に一致している5）．
彼らの提唱した術式はやがて標準的な透析アクセス
として世界に拡まったが，吻合径については原法が踏
襲されることはあまりなかったようである．ここ 10

年程を見渡しても文献には Longら6）の 8 mm，Tellio-

gluら7）の 6.1〜8.5 mm，Bourquelotら8）の 10 mm，Da-

vidson9）の 8〜10 mmと記載が続いている．Van Can-

neytら10）はコンピュータシミュレーションによって吻
合径と吻合角を解析したが，これも結論として 7 mm

が適切としている．一方，本邦では長く 6〜7 mmが
推奨されてきたが11〜15），この妥当性を検証した報告は
意外なほど少ない．AVF過剰血流の誘因は動脈の経
時的拡張であり，切開径はあまり問題ではないとする
説16）が支持されてきたからかもしれない．
しかしながら，吻合径が大きいほどシャント流量が
増加することは疑いようのない原理である．実際に動
脈切開径 7 mm群は 5 mm群に比し上腕動脈拡張率が
有意に大きかったとの報告17），また吻合径と開存率と
の関係については吻合径 5 mm未満をシャント閉塞危
険因子とする報告もみられる18）．もっともアクセスの
予後や機能は吻合径のみに依存するわけではない．他
に動脈の血流量，静脈のコンプライアンス，動静脈径
などが重要な因子として論じられてきた19〜21）．これら
の因子が複合的にアクセスの経過に影響を与えている
以上，一元的な考え方では対応できないことが解決を
難しくしている．
最近経験したいくつかの症例はこの問題を考えるよ
いきっかけとなった．流出路の静脈に狭窄を生じた例
を集めてみると，奇妙なことにそれらの画像所見そし
て経過はどれも酷似していたのである（図 21〜23）．
このような狭窄は術後半年から 1年で出現し，吻合部
直上から数センチにわたるセグメント病変として認め
られた．いずれも穿刺部位に該当するものではなかっ
た．PTAを行ってみると，2 atm程度の低圧を負荷し

図 21　静脈狭窄治療前後の DSA 所見―Case 1―

Pre PTA Post PTA
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ただけで難なく病変は解消されてしまうのである．そ
こに waistが存在しなかったことは言うまでもない．
そしてこの拡張効果は半年以上にわたって長く持続し
ている．
この事実についての解釈は以下のようである．流出
路となる静脈の拡張はそこに狭窄病変が存在しなけれ
ば，ポンプとなる動脈血流の大きさと吻合部径に主に
依存するはずである．そこで吻合径を一定にすれば橈
骨動脈の血流量が最大の規定要因となる．静脈は瘻化
によって非生理的なストレスを受け続けるので，これ
に対する抵抗，すなわち拡張すまいとする機序が常に
働いている．拡張はこの静脈の抵抗と動脈流量のバラ
ンスで後者が勝って生じるもので，そのバランスが逆
転すればこのような現象が起きるのではないか．つま
り吻合径を縮小すると新たな問題として「相対的な」
狭窄が現れる可能性がある．もっともこうしたケース
はそう多くは認められない．またそれが生じても AVF

の長期的な維持に支障とはならないと考えている．

結　語

革新的な医療が次々ともたらされる現在でも，半世
紀昔に発案された動静脈瘻が，今なお継承され多くの
透析患者の命綱となっていることにあらためて驚嘆せ
ざるをえない．しかしこの間に医工学や薬学は見違え
るような進歩を遂げ，透析療法によって 30年，それ
以上も生命を延ばすことを可能とした．その結果患者
年齢層は上昇の一途をたどり，一方で 80歳，90歳を
過ぎてから透析に導かれることも珍しくはなくなった．
こうした変化を背景に，シャントそれ自体のもたら
す様々な問題が浮かび上がってきている．全身的には
高拍出性心不全，うっ血性心不全，局所的には静脈高
血圧，スティール症候群，静脈瘤など，複雑な病態の
多くは過剰血流による代償ともいえる．シャントが身
体にたとえどのような不利益を与えても，透析時の安
定した血液供給が可能であることへの引き換えとして
それらは相殺されてきたのかもしれない．しかし治療

図 22　静脈狭窄治療前後の DSA 所見―Case 2―

Pre PTA Post PTA

図 23　静脈狭窄治療前後の DSA 所見―Case 3―

Pre PTA Post PTA
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の成否のみを問われた時代から，質を問われる時代へ
と時は確実に変遷しつつある．
我々の提案は「1 cm」や「3 mm」という数字に強

いこだわりを見せるのではない．それは到達できる一
つの限界を示しただけにすぎないのだから．大切なこ
とは，皮膚を 3 cmも切開していたならば勇気をもっ
て 2 cmにとどめてみる，自身の吻合径を 8 mmとし
ていたならば 6 mmで我慢してみる．こうして少しず
つ進化をしていくことにあるのだと思う．
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要　旨

糖尿病透析患者は 2013年には透析患者の 41.6％を
占めるまでに増加した．糖尿病透析患者は重症の低血
糖を起こしやすい，1日の血糖変動幅が大きいなどの
血糖コントロール上の問題点が多いが，インクレチン
関連薬（DPP-4阻害薬および GLP-1受容体作動薬）
は低血糖を起こしにくく，食後血糖改善効果が強いの
で，糖尿病透析患者の血糖コントロールに有用である．

はじめに

日本透析医学会統計調査委員会の報告1）によると，
本邦における透析患者数は年々増加して，2013年末
には 314,000人を超えた．そのうち，糖尿病性腎症は，
新規透析導入患者数では 1998年に，年末患者数では
2012年に原疾患別患者数の第 1位となり，以後も増
加の一途をたどっている．また，従来から糖尿病性腎
症以外の腎疾患を原疾患とする糖尿病透析患者や，透
析導入時以降に糖尿病を発症した患者の存在が知られ
ていたが，日本透析医学会の 2013年の統計調査で，
「糖尿病の既往」という質問項目が加えられ，その結
果，本邦の糖尿病透析患者の実態が初めて明らかとな
った．すなわち，年末患者のうち，原疾患が糖尿病性
腎症でない糖尿病透析患者は 18,865名も存在し，糖
尿病性腎症を原疾患とする患者 111,709名を加えると，
透析患者全体の 41.6％を糖尿病透析患者が占めるこ

とがわかった．
本稿では，増え続ける糖尿病透析患者における血糖
コントロールの意義と血糖コントロール上の問題点を
あげ，糖尿病透析患者におけるインクレチン関連薬の
役割と使用上の注意点について述べる．

1　糖尿病透析患者に血糖コントロールは必要か？

糖尿病の血管合併症，特に細小血管症の発症・進展
を抑制するためには良好な血糖コントロールが必要で
あることは言うまでもないが，糖尿病性腎症を原疾患
とする透析患者ではすでに細小血管症は進展し，大血
管症もかなり進行していることが多い．生命予後を考
慮した場合，このようないわゆる “burnt-out diabetes”

に対して，敢えて厳格な血糖コントロールを行う必要
があるのかということは，依然，議論の的となってい
る．
最近の大規模な観察研究からは，血糖コントロール
指標を HbA1cとした場合，明らかな高値（HbA1c 8

％以上）や低値（HbA1c 6％以下）では，糖尿病透
析患者の死亡率が上昇することが報告されている2）．
この場合，低値の予後不良は栄養状態不良と低血糖が
原因であって，この結果は血糖コントロールの意義を
否定するものではないと考えられており，大血管症の
さらなる進展，あるいは感染症増加などによる生命予
後の悪化を防ぐためにも，低血糖を避けつつ，ある程
度の血糖コントロールを目指すことは必要であろう．

臨床と研究

インクレチン関連薬と糖尿病透析患者

前川きよし＊1　稲葉雅章＊2

＊1  藤井寺白鷺クリニック　＊2  大阪市立大学大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学

key words：インクレチン関連薬，DPP-4阻害薬，GLP-1受容体作動薬，糖尿病透析患者，血糖コントロール

Incretin therapy in patients with diabetes undergoing dialysis
Fujiidera Shirasagi Clinic 
Kiyoshi Maekawa
Metabolism, Endocrinology, and Molecular Medicine, Osaka City University Graduate School of Medicine
Masaaki Inaba
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また，前述の少なからず存在する糖尿病性腎症以外の
腎疾患を原疾患とする患者や，透析導入後に糖尿病を
発症した患者においては，網膜症の発症，進展を抑制
し，大血管症の進行を抑えるためにも，十分な血糖コ
ントロールが必要であると考えられる．透析患者の血
糖コントロールの意義と指標・目標値については日本
透析医学会からガイドラインが出されており3），これ
を表 1に示す．

2　困難な糖尿病透析患者の血糖コントロール

糖尿病性腎症が進行すると，食事量が低下し，内因
性インスリンのクリアランスの低下により血糖コント
ロールが改善する症例が多い．加えて，腎性貧血の進
行により HbA1cが過小評価されることから，糖尿病
性腎症における血糖コントロールは従来軽視されてき
た．
しかし，導入期を乗り切って元気になった糖尿病透
析患者は，食欲も回復して血糖コントロールが再び悪
化することが多い．それに透析患者特有のさまざまな
因子が加わって，血糖コントロールがきわめて困難に
なる症例も多い．表 2に筆者が考える糖尿病透析患
者において血糖コントロールを困難にする要因をあげ
る．
①　重症低血糖をおこしやすい
腎不全を合併する糖尿病患者では，腎での糖新生の

低下と糖尿病性神経障害による交感神経反応の低下か
ら，低血糖が重症化しやすいことが知られている4）．
②　尿糖が出ない
尿糖排泄閾値を超える高血糖になると尿糖が排泄さ
れるが，コントロール不良の糖尿病患者では 1日に
100 g以上の尿糖を排泄することがあり，これは高血
糖の代償機構であると考えられている．continuous 

glucose monitoring（CGM）による検討で，糖尿病透
析患者では食後の血糖値が高く，1日の血糖変動幅が
大きいことが知られているが，無尿となった糖尿病透
析患者では，この代償機構を失ったことが食後高血糖
の原因のひとつと考えられる． 

③　糖尿病性胃腸障害の合併
進行した糖尿病性胃腸障害を有する患者では，摂食
量や消化吸収にかかる時間に日差変動や日内変動を生
じ，これも血糖コントロールの大きな妨げとなる．
④　視力障害の合併
視力障害の合併は，インスリン自己注射や自己血糖
測定の妨げとなるだけでなく，治療のモチベーション
を大きく低下させる．
⑤　透析日と非透析日の違い
血液透析は週 3回施行されることが多いので，週 3

日の透析日と週 4日の非透析日ができる．血液透析で
は，透析による血糖の除去，ダイアライザーや回路へ
のインスリンの吸着，透析で尿毒症物質が除去される
ことによるインスリン抵抗性の改善など，さまざまな
血糖への影響がある．加えて，食事を摂る時間が透析
日と非透析日で変わったり，透析後の倦怠感で食欲が
低下するなどの影響があり，透析日と非透析日でイン
スリンの投与量などを変更せざるをえない症例も多い．
⑥　DPP-4阻害薬以外に使える経口血糖降下薬が少
ない

表 1　糖尿病透析患者における血糖コントロールの意義と指標・目標値

1. 透析開始前の随時血糖値（透析前血糖値）およびグリコアルブミン（glycated albu-
min : GA）値を血糖コントロールの指標として推奨する．

2. ヘモグロビン A1c（HbA1c）値は貧血や赤血球造血刺激因子の影響により低下し，
透析患者の血糖コントロール状態を正しく反映しないため参考程度に用いる．

3. 随時血糖値（透析前血糖値；食後約 2時間血糖値）180〜200 mg/dL未満，GA値
20.0％未満，また，心血管イベントの既往歴を有し，低血糖傾向のある対象者には
GA値 24.0％未満を血糖コントロールの暫定的目標値として提案する．しかし，確
定値の設定には今後の研究成果を待つ必要がある．

4. 低血糖のリスクを回避しつつ，生命予後の向上を目指して随時血糖値（透析前血
糖値），GA値などを総合的に判断しながら，血糖コントロールをする必要がある．

文献 3より引用．

表 2　糖尿病透析患者において血糖コントロールを困難にする要因

1. 重症低血糖をおこしやすい
2. 尿糖が出ない
3. 糖尿病性胃腸障害の合併
4. 視力障害の合併
5. 透析日と非透析日の違い
6. DPP-4阻害薬以外に使える経口血糖降下薬が少ない
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後述する dipeptidyl peptidase-4（DPP-4）阻害薬は，
透析患者にも比較的安全に使用できるが，その他の経
口血糖降下薬は，腎不全による薬物代謝の遅延，活性
代謝産物の排泄低下などにより遷延性の低血糖のリス
クがあるため，その多くが禁忌あるいは慎重投与とな
っている（表 3）．DPP-4阻害薬登場以前は，使える
経口血糖降下薬が少ないため，やむをえずインスリン
治療に導入される透析患者が多かった．

3　個別管理が必要な糖尿病透析患者の 

　血糖コントロール

日本糖尿病学会は，2013年に血糖コントロール目
標を改定し，治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，
低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に
設定するとした5）．糖尿病透析患者の血糖コントロー
ルは，前項に述べた理由で困難であるため，われわれ
透析医は，従来から，治療目標を患者個別に設定して
きた．筆者は尿糖の有無，自律神経障害の程度，視力
障害の程度，内因性インスリン分泌能，年齢，認知機
能，治療のモチベーション，生活状況・介護者の有無
の 8項目を患者ごとに評価して，患者ごとに血糖コン
トロールの難易度を判定して，血糖コントロール目標

を個別に設定している（表 4）．すべての項目が「困
難」と評価される患者の血糖コントロールは事実上不
可能で，ケトアシドーシスさえ起こさなければよいと
の考えで，透析後に週 3回持効型インスリンを看護師
が施注するという方法を行ったこともある．
このように，糖尿病透析患者の血糖コントロールは
困難であり，症例ごとに個別管理が必要である．しか
し次に述べるインクレチン関連薬は，単独使用では低
血糖を起こしにくい，食後血糖改善効果が大きい，な
どの特徴があり，糖尿病透析患者においてより有用で
ある可能性がある． 

表 3　DPP-4 阻害薬以外の経口血糖降下薬の代謝・排泄経路と透析患者での投与の可否

経口血糖降下薬 代謝・分解 排泄経路 投与の可否

スルホニル尿素薬
　グリクラジド（グリミクロン®）
　グリメピリド（アマリール®）

肝
肝

腎（尿）
腎（尿）

禁忌
禁忌

速効型インスリン分泌促進薬
　ナテグリニド（ファスティック®，スターシス®）
　ミチグリニド（グルファスト®）
　レパグリニド（シュアポスト®）

肝・腎
肝・腎
肝

胆汁（糞便），腎（尿）
腎（尿）
胆汁（糞便）

禁忌
慎重投与
慎重投与

aグルコシダーゼ阻害薬
　アカルボース（グルコバイ®）
　ボグリボース（ベイスン®）
　ミグリトール（セイブル®）

大腸
（－）未変化体
（－）未変化体

消化管（糞便）
消化管（糞便）
腎（尿）

慎重投与
慎重投与
慎重投与

ビグアナイド薬
　メトホルミン（メトグルコ®など） （－）未変化体 腎（尿） 禁忌

チアゾリジン薬
　ピオグリタゾン（アクトス®） 肝 胆汁（糞便） 禁忌

SGLT2阻害薬
　イプラグリフロジン（スーグラ®）
　ダパグリフロジン（フォシーガ®）
　トホグリフロジン（デベルザ®，アプルウェイ®）
　ルセオグリフロジン（ルセフィ®）
　カナグリフロジン（カナグル®）

肝・腎
肝・腎
肝・腎
肝・腎
肝・腎

腎（尿）
腎（尿）
腎（尿）
腎（尿）
腎（尿）

投与しない
投与しない
投与しない
投与しない
投与しない

SGLT : sodium glucose co-transporter

表 4　糖尿病透析患者の患者個々の状況と
　　　　　　  血糖コントロールの難易度

容　易 困　難

尿　糖 あり なし
自律神経障害 軽度 高度
視力障害 なし 失明
内因性インスリン分泌 あり なし
年　齢 若年 高齢
認知機能 良い 悪い
モチベーション 高い 低い
生活状況・介護者 入院，介護者あり 独居

患者ごとに上記 8項目を評価し，総合的に血糖コントロール
の難易度を判定し，血糖コントロール目標を個々に設定する．
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4　インクレチン関連薬

20世紀初頭から腸管抽出物に血糖低下作用がある
ことが知られており，腸管でのインスリン分泌増強因
子の存在が示唆されていた．これはのちにインクレチ
ンと名付けられたが，1960年代に，グルコースを経
静脈的に投与するよりも腸管から投与するほうがイン
スリン分泌が多いことが報告され，インクレチン効果
と考えられた．その後，空腸の K細胞から分泌される
glucose-dependent insulinotropic polypeptide（GIP）
と，回腸の L細胞から分泌される glucagon like pep-

tide-1（GLP-1）が主要なインクレチンであることが
突き止められた．これらのインクレチンは蛋白分解酵
素である DPP-4によってすみやかに分解され不活化
されるため，臨床応用されるまでには数十年を要した．
現在， DPP-4の分解を受けにくい GLP-1受容体作動薬
（注射薬）と，DPP-4活性を阻害することにより内因
性のインクレチンの濃度をあげる DPP-4阻害薬（経
口薬）が使用されている．

4-1　DPP-4 阻害薬

DPP-4阻害薬は GIP，GLP-1の分解酵素である
DPP-4を阻害して内因性のインクレチン作用を増強さ
せることで，膵 b細胞でインスリンを分泌させる．こ
のインスリン分泌作用は血糖値依存的で，血糖値の高
いときのみインスリンを分泌させるので，単独使用で
は低血糖を起こしにくい．また，糖尿病患者で分泌動
態に異常を示すグルカゴンを抑制して血糖を改善させ

る作用もあわせ持つ．
2009年 12月に発売されたシタグリプチンは，当初
は透析患者では禁忌であった（2013年 9月に常用量
の 1/4量の製剤が発売され，透析患者でも使用可能と
なった）が，翌年発売されたビルダグリプチンは慎重
投与であったものの，透析患者で多く使用された．そ
の後も DPP-4阻害薬は次々と発売され，2014年現在
7種類を数え，すべて透析患者にも使用可能である．
リナグリプチンとテネリグリプチン，ビルダグリプ
チンは減量は不要で，アナグリプチン，サキサグリプ
チンは半量に，シタグリプチンとアログリプチンは
1/4量に減量が必要であるが，残存腎機能等での用量
調節は不要である（表 5）．

DPP-4はインクレチン以外の蛋白質も基質とするた
め，当初は DPP-4阻害薬の長期の安全性に対する懸念
があったが，使用経験はわずか数年しかないものの，
予期せぬ副作用は今のところ報告されておらず，透析
患者でも安全に使用できるものと考えられている．
表 2のように，糖尿病透析患者は重症低血糖を起こ
しやすく，無尿となって尿糖の代償機構を失えば食後
の高血糖がより問題となるため，単独使用では低血糖
を起こしにくく，食後血糖改善効果が大きい DPP-4

阻害薬は，透析患者においてより有用である．加えて，
他の薬剤と同じタイミングで服用できる経口薬である
ことから，視力障害を合併する患者，治療のモチベー
ションの低下した患者にも投与できる．現時点ではき
ちんとした統計はないが，薬物治療中の糖尿病透析患
者の半数以上は DPP-4阻害薬で治療されているもの

表 5　透析患者で使用可能なインクレチン関連薬

一般名 商品名 インスリンとの併用 透析患者での使用

DPP-4阻害薬
　シタグリプチン ジャヌビア®，

グラクティブ®

可能
　〃

1/4量への減量
　〃

　ビルダグリプチン エクア® 可能 慎重投与
　アログリプチン ネシーナ® 可能 1/4量への減量
　リナグリプチン トラゼンタ® 可能 記載なし
　テネリグリプチン テネリア® 可能 記載なし
　アナグリプチン スイニー® 現時点では不可 1/2量への減量
　サキサグリプチン オングリザ® 可能 1/2量への減量

GLP-1受容体作動薬
　リラグルチド ビクトーザ® 可能 慎重投与
　リキシセナチド リキスミア® 持効型・中間型のみ 慎重投与

上記のほか，GLP-1受容体作動薬のエキセナチド（バイエッタR，週 1回投与の徐放製剤はビュデリオンR）も
あるが，腎排泄性で透析患者では禁忌となっている．
DPP-4：dipeptidyl peptidase-4，GLP-1：glucagon like peptide-1
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と思われる．
DPP-4阻害薬は糖尿病透析患者の血糖コントロール
にきわめて有用で，単独では低血糖は起こしにくいが，
スルフォニル尿素薬や速効型インスリン分泌促進薬の
ようなインスリン分泌系の薬剤やインスリンとの併用
時には低血糖を起こす可能性があり，十分に注意する
必要がある．
また，この薬剤は内因性のインスリン分泌を介して
効果を発揮する薬剤であり，内因性インスリン分泌能
が保たれていることが投与の前提である．1日 20単
位以下の少量のインスリンを使用中の患者は，DPP-4

阻害薬に置き換えることができる可能性が高いが，内
因性インスリン分泌能が乏しい患者にインスリンを中
止すれば，ケトアシドーシスを発症する危険性もあり，
必ずインスリンに DPP-4阻害薬を上乗せして，血糖
値をみながらインスリンを減量していき中止するとい
う戦略をとるべきである．現在アナグプチン以外の
DPP-4阻害薬はすべてインスリンとの併用投与が認め
られている（表 5）．

4-2　GLP-1 受容体作動薬

糖尿病状態では GIPのインスリン分泌刺激作用は
弱いことが従来から知られており，インクレチンとし
ての創薬のターゲットは GLP-1に向けられた．アメ
リカドクトカゲの唾液腺から発見された exendin-4の
合成物であるエキセナチドは，DPP-4に抵抗性の
GLP-1受容体作動薬であり，米国で 2005年に承認さ
れた．ヒト GLP-1のアミノ酸を一部置換して脂肪酸
を付加させることにより，DPP-4への抵抗性と長い血
中半減期を実現した GLP-1受容体作動薬がリラグル
チドである．その後，エキセナチドの週 1回投与型の
徐放製剤とリキシセナチドが発売されたが，エキセナ
チドは透析患者では蓄積するため禁忌である（表 5）．

DPP-4阻害薬が内因性の GIPと GLP-1の，特に門
脈中の濃度を上げることにより，膵臓でのインクレチ
ン作用（血糖値依存的なインスリン分泌作用，および
グルカゴン分泌抑制作用）をきたすのに対して，
GLP-1受容体作動薬は薬理量の GLP-1活性が全身に
存在することになり，上記の膵作用以外に，胃の蠕動
低下や中枢での食欲抑制作用などの膵外作用も期待で
きる．その結果として，DPP-4阻害薬にはない体重減
少作用がみられ，肥満の患者への有用性が高い．この

胃蠕動抑制作用は，短時間作用型のエキセナチドやリ
キシセナチドでは強く，長時間作用型のリラグルチド
では弱いとされているが，この効果が強ければ，より
体重減少作用が期待できる反面，透析患者では糖尿病
性胃腸障害を合併している可能性が高く，胃麻痺の副
作用には十分な注意が必要である．

GLP-1受容体作動薬も単独では低血糖を起こしにく
いが，DPP-4阻害薬と同様にインスリン分泌系の薬剤
やインスリンとの併用時には低血糖を起こす可能性が
ある．また，内因性インスリン分泌能が保たれている
ことが投与の前提であることも同様である．現在，リ
キシセナチドは持効型および中間型インスリンと，リ
ラグルチドはすべてのインスリン製剤との併用が認め
られており，インスリン使用中の患者に投与するとき
は，インスリンは中止せずに減量したうえで併用して，
血糖値をみながらインスリンを減量していく方針とす
べきである．

4-3　インクレチン関連薬の透析患者における今後の課題

インクレチン関連薬は，単独使用では低血糖を起こ
しにくく，食後血糖改善効果が大きいことから，糖尿
病透析患者の血糖コントロールに有用であるが，長期
投与における安全性は確認されておらず，現場の臨床
医であるわれわれが注意深い観察を続けていく必要が
ある．
また，GAや HbA1cを改善するだけでなく，低血

糖を起こしにくく，食後血糖改善効果が大きいインク
レチン関連薬は，心血管合併症の発症や生命予後にも
好影響をおよぼすはずである．今後発表される臨床試
験の結果に注目したいものである．

まとめ

本稿では，今後も増え続けると予想される糖尿病透
析患者における血糖コントロールの意義と血糖コント
ロール上の問題点をあげ，糖尿病透析患者でのインク
レチン関連薬の役割と使用上の注意点を概説した．
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要　旨

低栄養は透析患者の多くで認められ，動脈硬化や生
命予後と関連している．一方，ユビキチン・プロテア
ソーム系蛋白分解経路は生体内における主要な蛋白分
解経路であるにもかかわらず，透析患者における検討
はほとんど行われていない．今回，血液透析患者を対
象として，腹部 CTスキャン画像を用いて測定した筋
肉面積・皮下脂肪面積・内臓脂肪面積などの栄養学的
指標と血漿プロテアソーム濃度との関連性を検討した．
その結果，血漿プロテアソーム濃度は腹部筋肉面積
（P＜0.05），クレアチニン産生速度（P＜0.05），ドラ
イウェイト（P＜0.05），リン値（P＜0.001），Intact 

PTH値（P＜0.05）と有意な負の相関が認められた．
一方，総コレステロール値（P＜0.05）とは有意な正
の相関が認められた．重回帰分析を行ったところ，血
漿プロテアソーム濃度は腹部筋肉面積の独立した規定
因子であることが示された．以上より，血漿プロテア
ソーム濃度が血液透析患者の栄養状態に重要な役割を
果たすことが示唆された．

1　緒　言

蛋白質エネルギー消耗状態（protein-energy wasting;  

PEW）は，Foqueらによって提唱された低栄養を表
す概念であり，原因として慢性炎症，インスリン抵抗

性，アシドーシス，尿毒症状態などが報告されてい
る1, 2）．PEWは透析患者の約 30％に存在し，動脈硬
化や生命予後と関連するとされている3, 4）．
ユビキチン・プロテアソーム系蛋白分解経路は生体
内における主要な蛋白分解経路であり，その活性化と
悪性腫瘍との関連性が多く報告されている5, 6）．しか
しながら，腎不全との関連や透析患者における検討は
ほとんどなされておらず，尿毒症状態における筋肉量
減少に同経路が関係していることが実験的に報告され
ている程度である7）．そのため本研究は，血液透析患
者におけるユビキチン・プロテアソーム系蛋白分解経
路の異常と栄養状態との関連性を検討することを目的
とした．

2　対象患者

磐田市立総合病院（静岡県磐田市）で維持血液透析
を行っている 76名を対象とした．原疾患は慢性糸球
体腎炎または腎硬化症が 62名（81％），糖尿病性腎症
が 8名（11％），多発性嚢胞腎が 6名（8％）であった．
対象患者は週 3回，1回あたり 4〜5時間の血液透析
を行っており，血液流量は 180〜240 mL/分，透析液
流量は 500 mL/分であった．すべての対象患者に対し
て文書および口頭によるインフォームドコンセントを
行い，同意書を取得した．また磐田市立総合病院の院
内倫理委員会から承認を得て本研究を実施した．

公募研究助成 〈論文〉
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3　方　法

3-1　採血および血漿プロテアソーム濃度測定

採血は中 2日空いた血液透析開始時に行った．血漿
プロテアソーム濃度測定はプロテアソームの中核構成
成分である 20 Sに対するマウスモノクローナル抗体
（a 6 subunit, clone MCP 20）を用いて ELISA法（BML-

PW 0575, Enzo Life Sciences, Farmingdale, NY, USA），
またはウェスタンブロット法8）を用いて行った．

3-2　腹部 CT スキャン画像を用いた腹部筋肉および 

脂肪面積の測定

年 1回行っている定期検査の腹部単純 CTスキャン
画像を用いて，筋肉および（皮下と内蔵）脂肪面積測
定を行った．画像は仰臥位で撮影し，面積測定は Im-

age J（The National Institutes of Health, Bethesda, 

MD, USA）を用いて行った9）．

3-3　クレアチニン産生速度測定

新里らによって報告されている式を用いて算出を行
った10）．

3-4　統計学的解析

データは平均値±標準偏差，または中央値と 4分位
数（25％と 75％値）で示した．P＜0.05を有意差あ
りとみなした．2因子間の相関は Spearman順位解析，
2因子間の比較にはMann-Whitney U検定で解析を行
った．腹部筋肉量を従属変数とした重回帰分析では，
プロテアソーム濃度，年齢，透析期間，身長（モデル
1），Log IL-6（モデル 2），nPCR（モデル 3）を独立変
数として解析を行った．統計ソフトは StatView 5（SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA），または IBM SPSS, ver-

sion 19.0（IBM SPSS, Tokyo, Japan）を使用した．

4　結　果

4-1　血漿プロテアソーム濃度の測定

ウェスタンブロット法と ELISA法によって血漿プ
ロテアソーム濃度の測定を行ったところ，両者には相
関関係が認められた（P＜0.05）．ELISA法では著しく
高値を呈した患者が 2名いたこと（それぞれ 110.90 ng/

mL, 70.10 ng/mL），ウェスタンブロット法で本来のバ
ンドの下にラダー状のバンドが認められ（図 1），

ELISA法ではそれらのバンドも含めた値が血漿プロ
テアソーム濃度として測定されている可能性があると
考えられたことから，以降の検討ではウェスタンブロ
ット法による血漿プロテアソーム濃度を使用した．

4-2　患者背景

表 1に患者背景を示した．年齢の中央値は 67.0歳，
透析期間は 142.5カ月，平均 BMIは 20.3 kg/m2であ
った．身長，ドライウェイト，尿素窒素，血清クレア
チニン値，腹部筋肉面積，クレアチニン産生速度は男
性で女性に比し有意に高値であった．一方，総コレス
テロール，Kt/Vureaは女性で男性に比し有意に高値で
あった．血漿 IL-6濃度，プロテアソーム濃度，腹部
皮下脂肪面積，腹部内臓脂肪面積は男女間で有意差は
認められなかった．

4-3　血漿プロテアソーム濃度と臨床パラメータの 

相関関係

ドライウェイト（P＜0.05），リン値（P＜0.001），
Intact PTH値（P＜0.05），腹部脂肪面積（P＜0.05），
クレアチニン産生速度（P＜0.05）とは有意な負の相
関関係が認められた（表 2と図 2）．一方，総コレス
テロール値（P＜0.05）とは有意な正の相関関係が認
められた．

4-4　腹部筋肉面積の規程因子

腹部筋肉面積を従属変数とした場合の重回帰分析の
結果を表 3に示した．その結果，血漿プロテアソー
ム濃度は腹部筋肉面積の独立した規定因子であること
が示された．さらに腹部筋肉面積をその値に応じて低
値群（n＝38）と高値群（n＝38）に 2分割すると，
腹部筋肉面積低値群では血漿プロテアソーム濃度は有
意に高値であった（低値群； 1.49±0.58 ng/mL，高値
群； 1.18±0.46 ng/mL, P＜0.05）．

◀20S

図 1　代表的な 10 症例におけるウェスタンブロット法による
結果写真

　　　 プロテアソームのバンドは矢頭 20Sで示す．
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5　考　察

今回の研究により，血液透析患者における血漿プロ
テアソーム濃度は腹部筋肉面積の独立した規定因子で
あることが明らかとなった．さらに血漿プロテアソー
ム濃度は，クレアチニン産生速度，ドライウェイト，
リン値などとも有意な負の相関が認められたことから，
透析患者の栄養状態に重要な役割を果たしている可能
性が示唆された．
透析患者では低栄養がしばしば認められ，合併症罹
患率や生命予後と関係することが知られている11）．実
際に透析患者では，年齢や性別を合致させた健常人と
比べ BMIが低いことが報告されており12），BMI高値
であるほうが生存率も高いことが知られている13, 14）．
また血清 Cr値を筋肉量のマーカーとした検討では，
血清 Crが高値である群ほど，つまり筋肉量が多い透
析患者ほど生命予後が良好であったことが報告されて
いる15）．近年，このような背景をもとに低栄養を表す
概念として PEWが Foqueらによって提唱されてい

表 1　患者背景

　 合計（n＝76） 男性（n＝50） 女性（n＝26） P

年齢（歳） 67.0（60.0 to 73.3） 67.5（60.3 to 74.0） 65.5（59.8 to 71.5） 0.493 
透析期間（月） 142.5（42.3 to 269.8） 136.0（39.3 to 267.0） 157.5（85.8 to 282.5） 0.536 
身長（cm） 160.0±8.9　 164.1±6.4　 152.1±7.5　 ＜0.001
ドライウェイト（kg） 50.3±9.7 53.8±8.9 43.5±7.4 ＜0.001
BMI（kg/m2） 20.3±2.9 20.7±2.8 19.6±3.0 0.057 
ヘモグロビン値（g/dL） 11.4±1.1 11.4±1.1 11.4±1.3 0.665 
血清アルブミン（g/dL） 3.7±0.4 3.7±0.4 3.7±0.4 0.252 
総コレステロール（mg/dL） 152.4±32.5 145.1±31.0 166.3±31.1 ＜0.05
LDLコレステロール（mg/dL） 86.0±20.8 83.4±21.2 90.8±19.6 0.114 
尿素窒素（mg/dL） 62.1±12.7 64.2±10.8 58.2±15.1 ＜0.05
血清クレアチニン（mg/dL） 10.7±2.7 11.1±3.0 9.8±1.7 ＜0.05
ナトリウム（mEq/L） 139.3±2.8　 138.7±2.7　 140.4±2.7　 ＜0.05
カリウム（mEq/L） 4.6±0.5 4.7±0.5 4.5±0.6 0.277 
カルシウム（mg/dL） 9.5±0.9 9.3±0.9 9.7±0.8 0.116 
リン（mg/dL） 5.0±1.3 5.1±1.4 4.8±1.2 0.437 
Intact PTH（pg/mL） 101.3±107.1 88.0±53.4 127.0±166.6 0.978 
b2ミクログロブリン（mg/L） 26.5±6.6 26.1±6.6 27.3±6.7 0.669 
Kt/Vurea 1.6±0.3 1.5±0.2 1.9±0.3 ＜0.001
nPCR（g/kg/day） 0.96±0.17 0.97±0.15 0.94±0.21 0.266 
CRP（mg/dL） 0.1（0.0 to 0.3） 0.1（0.1 to 0.4） 0.0（0.0 to 0.1） ＜0.01
IL-6（pg/mL） 5.10（3.10 to 10.45） 5.12（3.51 to 10.25） 4.65（2.75 to 10.17） 0.529 

プロテアソーム濃度 ELISA（ng/mL） 1.34±1.12 1.26±1.11 1.51±1.13 0.233 

プロテアソーム濃度ウェスタン（ng/mL） 1.33±0.53 1.28±0.47 1.46±0.66 0.244 
腹部筋肉面積（cm2） 96.5（81.4 to 119.0） 114.6（90.0 to 128.0） 78.7（69.0 to 91.3） ＜0.001
腹部皮下脂肪面積（cm2） 70.6（49.0 to 108.6） 67.2（46.1 to 106.0） 75.1（58.8 to 121.6） 0.178 
腹部内臓脂肪面積（cm2） 47.8（22.1 to 87.2） 54.1（22.7 to 110.8） 34.5（21.9 to 58.8） 0.090 
クレアチニン産生速度（g/日） 0.83（0.69 to 1.08） 0.99（0.72 to 1.19） 0.74（0.61 to 0.86） ＜0.01

平均値±標準偏差，または中央値と 4分位数（25％と 75％値）を示す．

表 2　血漿プロテアソーム濃度と臨床パラメータの相関関係

プロテアソーム濃度

Correlation coefficient P

年　齢 　0.133 0.252
性別（男性） －0.135 0.246
透析期間 －0.146 0.207
身　長 －0.154 0.183
ドライウェイト －0.242 ＜0.05
BMI －0.190 0.099
血清アルブミン 　0.077 0.511
総コレステロール 　0.240 ＜0.05
LDLコレステロール 　0.144 0.214
尿素窒素 －0.004 0.971
血清クレアチニン －0.185 0.110 
カルシウム 　0.019 0.873
リン －0.391 ＜0.001
Intact PTH －0.227 ＜0.05
b2ミクログロブリン 　0.024 0.835
Kt/Vurea 　0.202 0.080 
nPCR 　0.049 0.675
Log IL-6 －0.144 0.216
腹部筋肉面積 －0.263 ＜0.05
腹部皮下脂肪面積 －0.034 0.771
腹部内臓脂肪面積 －0.038 0.745
クレアチニン産生速度 －0.241 ＜0.05
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る1）．
ユビキチン・プロテアソーム系蛋白分解経路は，蛋
白質に対し特異的におこる細胞内分解経路であり，同
経路によって炎症，造血，骨形成などが制御されてい
るという事実から，透析患者における合併症の発症・
進展にも関与していることが予想される6）．最近の臨
床研究において，血中プロテアソーム濃度が種々の悪
性腫瘍の悪性度，自己免疫疾患の活動性，肥満および
BMIと相関していることが報告されている16〜19）．今
回我々は，血中プロテアソーム濃度が透析患者におけ
る栄養状態，特に筋肉量に関与していること，つまり
プロテアソーム系蛋白分解経路が透析患者の合併症に
も関連する可能性を初めて報告した．Mitchらは尿毒
症状態における筋肉量減少に同経路が関係しているこ
とを報告しており，今回の我々の結果とも合致するも
のと思われる7）．
さらに本研究における興味深い結果の一つは，炎症
性サイトカインである IL-6や蛋白摂取量のマーカー
である nPCRで補正を行っても，プロテアソーム濃度
が腹部筋肉面積の独立した規定因子であることが示さ

れた点であろう．この結果は，慢性炎症や食事摂取量
以外の機序でも血中プロテアソームが筋肉量に影響を
及ぼしている可能性を示唆するものである．しかしな
がら，血中プロテアソームがどのようにして筋肉量に
影響を及ぼしているのか，など不明な点も多く今後の
さらなる検討が必要と考えられる．
本研究の限界として第一に，比較的少数の患者を対
象として検討が行われたことがあげられる．そのため，
より多くの対象群における検討が今後望まれる．第二
に，本研究は横断的に行われたため，プロテアソーム
濃度と腹部筋肉面積の直接的な因果関係は証明できて
いないことがあげられる．この限界に対してはランダ
ム化比較試験による検討が今後必要であると考えられ
る．第三に，本研究ではあくまでプロテアソーム濃度
を測定しており，本来プロテアソームが有する酵素活
性を測定していない点があげられる．

6　結　語

血漿プロテアソーム濃度が，血液透析患者における
腹部筋肉面積の独立した規定因子であることが明らか

表 3　腹部筋肉面積を従属変数とした重回帰分析

　 モデル 1 モデル 2 モデル 3

　 b P b P b P

従属変数：腹部筋肉面積
プロテアソーム濃度 －0.194 0.044 －0.227 0.021 －0.222 0.024
年　齢 －0.032 0.758 　0.020 0.855 　0.017 0.878
透析期間 －0.139 0.141 －0.125 0.184 －0.107 0.264
身　長 　0.543 0.001 　0.550 0.001 　0.563 0.001
Log IL-6 ― ― －0.152 0.128 －0.153 0.126
nPCR ― ― ― ― －0.089 0.351

独立変数：プロテアソーム濃度，年齢，透析期間，身長（モデル 1），Log IL-6（モデル 2），nPCR（モデル 3）
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図 2　A； 腹部筋肉面積，B； クレアチニン産生速度とプロテアソーム濃度の相関
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となった．さらに血漿プロテアソーム濃度はクレアチ
ニン産生速度，ドライウェイト，リン値とも相関が認
められたことから透析患者の栄養状態に重要な役割を
果たしている可能性が示唆された．

この研究は平成 23年度日本透析医会公募研究助成
によってなされた．
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要　旨

ヒト ES/iPS細胞から尿細管細胞への分化誘導方法
を検討した．GSK-3b阻害剤を用い，Wnt/b-catenin

のシグナルを活性化することで，中胚葉の初期のマー
カーである Brachuryの発現が上昇し，その後，低血
清および複数の増殖因子を含んだ培地で培養した．そ
の結果，尿細管特異的マーカーである KSPの発現が
上昇することを確認した．分取した KSP陽性細胞は，
Wnt 4シグナルおよびマウス後腎間葉と共培養するこ
とで，尿細管様の三次元管腔構造を形成した．今後，
ヒト発生分化学の解析，細胞移植療法の開発，多発性
嚢胞腎などの難治性疾患に対する新規疾患モデルの作
成，バイオ人工臓器の開発への発展が期待される．

1　研究目的

近年多くの疫学研究により慢性腎臓病（chronic kid-

ney disease;  CKD）が脳卒中や心血管病のリスク因子
であることが明らかにされた．疫学調査の結果では，
CKDの頻度が予想以上に多いことが示され，現在，
糸球体ろ過率（GFR）60 ml/min/1.73 m2以下でみる
と，20歳以上の成人の 20.7％が CKDと診断される．
今後の高齢化に伴い CKD患者が増加し，末期腎不全
から医療費を圧迫している透析療法を必要とする人口
が増加することが容易に想像される．一方，その発症

機序は十分解明されていないのが現状である．
腎臓には 20種類ほどの細胞が存在するが，最も重

要なのは腎臓の多くの生理機能を担う，近位尿細管細
胞であると考えられる．また，尿細管障害は CKD，
末期腎不全の final common pathwayと考えられてお
り，臨床応用に直結する研究の進歩のため，尿細管細
胞への分化誘導方法の確立はきわめて有用であると考
えられる．

2　研究方法

申請者らの研究室では，以前より，ヒト ES/iPS細
胞から中胚葉系細胞への分化誘導研究を精力的に行っ
ており，動物由来細胞を使用せず効率的に血管内皮細
胞を分化誘導する技術1），血管平滑筋細胞への誘導に
おけるmiR-145の役割2）について報告した．また，
我々は，マウス ES細胞を，尿細管細胞に発現が特異
的な kidney specific protein（KSP）を指標に分化誘導
し，KSP陽性細胞が腎臓前駆細胞としての特性を有
している事を見出した3）．そこで，本研究では，申請
者らの今までの研究内容を応用することで，ヒト ES/

iPS細胞から尿細管細胞への分化誘導を試みた．
腎尿細管細胞は中胚葉由来の細胞であり，中間中胚
葉，後腎間葉および上皮化の過程を経て出現する．そ
こで，ヒト ES/iPS細胞を中胚葉系統に誘導するため
に，これまでの誘導で用いてきた GSK-3b阻害剤を用
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いた．その後，中間中胚葉への誘導を促進する増殖因
子，培養条件を検討し，各誘導段階での遺伝子発現を
網羅的に解析するとともに，尿細管特異的なマーカー
である，KSPの発現量を検討した．分化誘導してき
た KSP陽性細胞の分取にはフローサイトメトリーで
使用できる抗体が必須であるが，市販されているもの
は現在ない．そこで申請者らの研究室で独自に作成し
た抗 KSPモノクローナル抗体（特許出願済み）を用
いた．

KSP陽性細胞が尿細管細胞としての特性を有するか
を検討するために三次元培養を行い，尿細管管腔様の
構造を構築するかを 2通りの方法で検討した．Wnt-4

シグナルを恒常的に分泌する NIH 3 T 3-Wnt 4細胞を
マイトマイシン処理し，その上にマトリゲルを敷き，
三次元培養条件を作成した．誘導したヒト ES細胞を，
マトリゲル上に撒き 24〜48時間培養した．また，誘
導したヒト ES細胞を，胎生 11.5日目から抽出した後

腎間葉の細胞と共培養し，尿細管管腔構造に取り込ま
れるかを検討した．ヒト ES/iPS細胞を細胞塊にし，
GSK-3b阻害剤で 3日間培養した．GSK-3b阻害剤を
用いることで，未分化マーカーである Oct 3/4は速や
かに低下し，中胚葉の初期のマーカーである Bra-

churyが上昇することを確認した．また，中間中胚葉
のマーカーである Osr-1の上昇も認めた（図 1）．
その後，低血清培地および増殖因子を含んだ誘導培
地で培養したところ，後腎間葉のマーカーである
WT-1が上昇し，やや遅れて尿細管細胞のマーカーで
ある KSPも上昇した（図 2）．

KSPのたんぱくレベルの発現は，ウェスタンブロ
ット，細胞免疫染色，フローサイトメトリーで確認し，
約 5％程度の KSP陽性細胞の誘導を行った（図 3）．
誘導したヒト ES細胞を NIH 3 T 3-Wnt 4細胞とマト
リゲルを介して 24時間共培養した．KSP陽性細胞は
管腔様の構造を構築し（図 4），一部 AQP 1，AQP 2，
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図 1　誘導初期段階における腎発生関連遺伝子

図 2　誘導後期段階における腎発生関連遺伝子
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megalinなどの尿細管マーカーを発現することを確認
した．
また，ex vivoでマウス胎児由来の後腎間葉細胞を
共培養すると，KSP細胞が尿細管様の構造に取り込
まれることを確認した．

3　結　論

ヒト ES/iPS細胞を腎系統の細胞へ誘導し，独自に
作成した抗 KSPモノクローナル抗体により約 5％の
KSP陽性細胞が誘導可能なことを確認した．また，
KSP陽性細胞は，三次元培養条件において，管腔様
構造を形成し，一部尿細管マーカーを発現すること，
マウス胎児由来の尿細管構造に取り込まれることを見
出した．このように本研究では，ヒト ES/iPS細胞か
ら尿細管細胞としての特性を有する KSP陽性細胞へ
の誘導を行った．
本研究を足掛かりに，今後，ヒト発生分化学の解析，
細胞移植療法の開発，多発性嚢胞腎などの難治性疾患
に対する新規疾患モデルの作成，バイオ人工臓器の開
発への発展が期待される．

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．
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1　はじめに 
　　　――　HIV感染者の透析医療について

2013年に報告された全国の透析クリニックを対象
としたアンケート調査結果（回収率 40.8％）によると，
HIV陽性の透析患者は 89人であり，回収率も考慮す
ると，実際の全国の HIV陽性の透析患者は 100名以
上と想定される．さらに，HIV感染者 1,482例を対象
として，慢性腎臓病（CKD）の有病率を調査した報
告によると，CKDステージ 3以上の有病率は 6.7％
であった．
わが国の生存 HIV感染者数は約 1万人と推定され
ており，単純計算では，現在でも約 670人の HIV陽
性の透析予備軍が存在することになる．今後，HIV感
染者の高齢化に伴い，HIV陽性の透析予備軍はさらに
増えるであろう．また，HIV感染者では高齢化により
糖尿病や高血圧などの合併も増加しているほか，C型
肝炎ウイルス（HCV）の重複感染が見られるなど，
CKD発症・進展の危険因子を持つ割合が高い．さら
に，HIV自体も腎不全の危険因子となることが近年明
らかになっている．以上のような要因から，今後，
HIV陽性の透析患者が増えることがほぼ確実である．

HIV感染者であっても，透析は他の患者と同様に実
施可能であるが，唯一特別な事項をあげるとすれば，
体液曝露事故への対策である．2010年に，日本透析
医会・日本透析医学会から合同で発行された「HIV

感染患者透析医療ガイドライン」には，針刺し事故な
どの曝露事故への対処法や HIV診療拠点病院の一覧

が掲載されている．HIV感染者の透析医療に対しては
心理的な不安がつきまとうものであるが，HIV感染症
の正確な知識を身につけ，経験を積むことが不安の払
拭につながると考えられる．

2　HIV 感染者は着実に増加

わが国では，年間 1,500件以上の HIV感染者および
エイズ患者が新規に報告されており，累計患者数は
2011年末には 2万人を超えた．国内の HIV感染経路
はほとんどが性的接触によるものである．新規感染者
の報告件数の 3割はエイズ発症者であり，HIV感染の
早期発見が課題となっている．
日本での新規 HIV感染者の報告件数は増加から横
ばい傾向で，いまだ減少傾向はみられていない．しか
し，米国，英国やフランスなどの報告件数と比べれば
まだ低いレベルにとどまっている．特に米国の新規感
染者報告件数は，他の先進諸国に比べ多く，年間の新
規感染者報告件数は，日本の約 40倍にも達している．
日本は HIV感染拡大の初期の段階であると考えられ，
予防啓発を徹底することで，これ以上の感染拡大を抑
制することが重要であると考えられる．

3　HIV 治療の進歩による生命予後の改善と 

　服薬アドヒアランスの重要性

最初の HIV感染者が報告された 1981年から 6年間
は，臨床で使用できる抗 HIV薬はまったくなく，患
者はエイズを発症すると 1〜2年で死亡していた．
1987年からジドブジン（AZT）などの核酸系逆転写
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酵素阻害剤（NRTI）が登場したが，服薬当初こそ効
果を示すものの，薬剤耐性ウイルスの出現が容易に起
こり，有効な治療薬とはならなかった．このような状
況のなか，1996年にプロテアーゼ阻害剤（PI）1剤と
NRTI 2剤の 3剤を併用する多剤併用療法（ART）が
導入され，患者の死亡率は激減した．現在までのわが
国の累計 HIV感染者数が 2万人で，うち 1万人が生
存していることを前述したが，エイズによる死亡のほ
とんどは ARTが導入される 1996年以前のものである．

HIV感染者の体内では，1日に約 100億個のウイル
スが常時複製されているが，RNAウイルスである
HIVの複製の精度は低く，RNAを DNAに変換する逆
転写の過程において 1回あたり平均 1塩基の変異を起
こす．そのため，ウイルスが増殖を続けられる状態で
は，どんな薬剤の単剤投与下であっても，変異により
薬剤耐性を獲得してしまい，その効果を失ってしまう
と考えられている．これが，初期の AZTなど単剤に
よる治療が成功しなかった原因である．ARTによる
治療効果が持続的であるのは，ウイルス量を検出限界
以下にまで抑制するために HIVが増殖できなくなり，
変異による耐性ウイルスの出現能が抑えられるためで
ある．しかしながら，現在の ARTであっても，服薬
アドヒアランスが不良であれば HIVは増殖可能とな
り，その結果，薬剤耐性ウイルスが出現して治療失敗
となるリスクがあることには変わりはない．

抗 HIV療法の進歩により生命予後は劇的に改善し
た．抗 HIV療法に良好な反応を示し，エイズ指標疾
患や C型肝炎などの合併症がなく，かつアルコール
や薬物の依存もない患者群に限れば，HIV感染者の生
存率は非 HIV感染者と同様であることが報告される
に到っている．

4　抗 HIV 薬の進歩 
　　　――　single tablet regimen（STR）の登場

初期の ARTでは，多数の錠剤・カプセルを 1日に
複数回服用する必要があり，かつ副作用も強かった．
その後，抗 HIV薬は大きな進歩を遂げ，2013年 5月
に発売された抗 HIV薬「スタリビルド配合錠」は，
他の抗 HIV薬を併用することなく，1日 1回 1錠の服
用で治療が可能な日本で初の STRである．服薬の簡
便さは服薬アドヒアランスの維持による治療成績の向
上につながると期待されるため，今後は STRが多用
されると考えられ，これから数年でさらにいくつかの
STRが可能な剤型が登場してくる見込みである．
今後の抗 HIV療法の課題は HIV感染者の高齢化で

ある．当科（ACC）における通院患者のうち，50歳
以上の割合は 2012年には 24％となっている．今後，
さらなる患者の高齢化が予想され，高齢者でも長期服
用が可能なより副作用の少ない薬剤の開発が望まれて
いる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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世界の先進国における共通の社会問題は人口の高齢
化である．加齢について当代医学的に考える場合の一
般的立場は，抗加齢（anti-aging，アンチエイジング）
であろう．アンチエイジングは，欧米諸国，とくに，
米国におけるキリスト教思想にもとづくと考えられる．
日本では，心情的に老化（加齢）も寿命がつきたとき
の死さえも受け容れている，と考えられる．ヘルシ
ー・エイジングこそ，日本的心情の究極目標であり，
生きることは死ぬことが前提である．そして，世俗的
表現の PPK（ピンピンコロリ）こそが目標．誰にも
迷惑をかけないで，朝起きたら寝床の中で……．世は，
社会の高齢化とともに健康志向時代である．
高齢透析患者が意外と長生きすると感じる透析現場
の臨床スタッフが結構いるようである．実際，科学的
エビデンスがある．十数年前，維持透析患者における
尿毒症物質，あるいは，透析アミロイド症の責任（関
連）物質として，活性酸素・advanced glycationend-

products（AGE）が取り上げられ，追及された．実は，
これらは，発癌や加齢と関係するともされた物質であ
ったのである．とすれば，最近のように，比較的大分
子量物質にも除去効率の高い膜を使用する血液浄化の
繰り返しが発癌を抑制し，加齢現象の発現を遅延させ
る可能性はないであろうか．
一方，デトックスとしてのアフェレシスは，逆行的
に考えると，1990年代に始められた高脂血症をもつ
下肢閉塞性動脈硬化症患者に対する LDLアフェレシ
スですでに行われていたと考えられ，下肢の疼痛の軽
快・潰瘍の消失・歩行距離の延長などの効果は，当代

的に考えれば，ヘルシー・エイジングにも貢献する効
果であったといえるであろう．“先生！ これは奇跡・
神業・天地がひっくり返った”などといった 3人の患
者がいたことを記憶している．ほかに，“頭がすっき
りする・明瞭になる”，“気分爽快になる”，“やる気が
でてくる”，といった患者もいた．比較的最近になっ
て，認知症を対象として意識し，あるいは，健康状態
の維持・向上を企図してアフェレシスが行われている．
演者は，予てから，この方面の展開に興味をもってい
たので，仮説として有効である可能性の根拠を考えて
みた．
肝硬変の犬の肝切除をすると，再生する肝組織は肝
硬変のない正常肝組織だという．手術は，基本的に正
常組織が再生することを前提に治療として成立してい
る．自然治癒能の応用である．自然治癒は，神のなす
業．われわれは，それに “お手伝いするだけ”である
と考えられる．当代医学は自然治癒の機序については
関心を持たない．
仮説であるが，“軽微な障害が生体に加えられると
自然治癒能が賦活され，自然治癒が発現する．その障
害の程度が適切ならば，治療として認識される”．た
とえば，超微量の毒性物質が治療効果を示すというホ
メオパチー（homeopathy），軽微な筋肉の損傷をとも
なうスポーツ・加圧トレーニング（血中成長ホルモン
の増量），オゾン療法，そして鍼灸・指圧・マッサー
ジなどの多くの伝統補完代替医療と呼ばれる手技・手
法．アフェレシス治療は単なる除去療法ではなく，自
然治癒能を賦活化しているのではないか．ほかの血液

東京女子医科大学名誉教授

各支部での特別講演   講演抄録

血液浄化による健やかな老い 
（healthy aging）成就の可能性

阿岸鉄三　

平成 26年 4月 12日/北海道「北海道透析医会学術講演会」　
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浄化法よりその効果が顕著だとすれば，酵素・ホルモ
ンなどの大分子の蛋白質などの除去・喪失が刺激とな
ることに意味があるのではないだろうか．結果的に，

ヘルシー・エイジングに効果を示すことになるのでは
ないであろうか．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

我が国の人口は，2008年をピークとして減少して
おり，同時に少子高齢化により高齢者人口の割合が急
速に増加してきている．糖尿病は年齢とともにその発
症頻度が増えていき，60歳から 70歳代で 5人に 1人
の割合で糖尿病患者がいると報告されており，高齢化
社会とともに糖尿病患者も増加することが予想される．

2013年，日本糖尿病学会から新しく血糖管理目標
値について発表された．合併症予防の観点から，
HbA1cを 7％未満に低下させることが重要であるが，
年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険度，サポー
ト体制などを考慮して個別に設定する必要性について
も言及されている．特に，高齢者においては多臓器の
機能低下や薬物代謝能低下，自覚症状の欠如などから，
実臨床においては HbA1cを 7％未満にコントロール
することが困難な症例が多く存在しており，HbA1c

の目標値を 8％とせざるをえない場合がある．

1　合併症予防・生命予後をエンドポイントとした 

　糖尿病治療

糖尿病コントロールが不良の状態が続くと，細小血
管合併症，大血管合併症，骨粗鬆症，認知症など様々
な合併症がおこりうる．大規模臨床試験により 1型糖
尿病，2型糖尿病ともに HbA1cが改善すれば細小血
管合併症を予防できることが明らかとなっている．
一方，大血管障害については，HbA1cの改善のみ

では十分に予防できないことが報告されている．特に

2型糖尿病患者 10,251人を対象とした ACCORD研究
において，HbA1c 6.0％未満を目標とした強化療法群
では，HbA1c 7.5％未満を目標とした標準療法群に比
較して死亡率が 22％上昇したと報告され，HbA1cの
正常化を目指した強化療法が必ずしも予後改善につな
がらないだけでなく，むしろ予後不良に関連すること
が示唆された．
その後，詳細な解析により，強化療法に伴って発症
する低血糖や体重増加が予後不良に関連することが報
告され，HbA1cを下げるさいには低血糖や体重増加
を避けることが重要であることがわかってきた．これ
までの疫学研究からも HbA1cと生命予後との関連は
Jカーブを示し，HbA1c 7％程度が最も生命予後がよ
いことが報告されていることからも，低血糖リスクを
避けた安全な血糖管理が重要である．
血糖管理のための薬剤については，DPP-4阻害薬は

消化管ホルモンであるインクレチンの活性を上昇する
ことにより，インスリン分泌促進，グルカゴン分泌抑
制を介して糖代謝を改善する．DPP-4阻害薬は単独使
用では低血糖リスクは低く，すでに我が国の糖尿病治
療の中心的薬剤となった．我々の島根県内の高齢者糖
尿病を対象とした調査においても，安全に HbA1cを
低下させることが確認できている．また，インクレチ
ンには糖代謝改善のみならず多臓器への多面的効果が
ある可能性が報告されており，DPP-4阻害薬は合併症
予防についても期待されている．

島根大学医学部内科学講座内科学第一

各支部での特別講演   講演抄録

透析患者の糖尿病治療

金沢一平　

平成 26年 1月 19日/島根県「島根県透析医会冬季学術講演会」　
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2　血液透析患者の糖尿病治療

透析導入原因の 1位は糖尿病性腎症であり，さらに
透析導入後の予後が改善したことから新たに糖尿病を
発症する透析患者もいる．したがって，透析専門医も
糖尿病治療について知っておく必要がある．
糖尿病の血糖管理指標には HbA1cのほかにグリコ

アルブミン（GA）や 1, 5AGなどがある．透析患者で
は腎性貧血が必発であり，エリスロポエチン製剤の投
与が必要となるが，これらは HbA1cの安定性に影響
する．また，透析回路での赤血球の破壊や消失，尿毒
症による赤血球膜の障害などにより，透析患者では
HbA1cは血糖管理の指標として有用とは言えない．
透析患者においては，HbA1cよりも GAのほうが強
く平均血糖値と相関すると報告されており，血糖管理
指標としては GAのほうがよいと考えられる．これま
での報告では，GA 20％あるいは 23％以上において
心血管疾患発症リスクが上昇すると報告されている．
腎臓は，低血糖時に交感神経亢進により糖新生を起
こすことで，低血糖からの回復に寄与する重要な臓器
である．しかしながら，腎不全患者においてはこの機
能が欠如していることから，低血糖に対する生理的反
応が低下し，低血糖が遷延する可能性がある．これま
でに低血糖が予後不良に関与することが報告されてい
ることから，透析患者においても安全に血糖管理を行
っていく必要がある．したがって，透析患者では GA 

24％未満を目標とし，さらに安全に血糖管理ができ
るのであれば GA 20％を目標とすることが推奨される．

透析患者では経口血糖降下薬の使用は制限される．
実際に使用可能な経口薬は，ナテグリニドを除くグリ
ニド系，aグルコシダーゼ阻害薬，DPP-4阻害薬があ
る．特に，DPP-4阻害薬が使用可能となってから，透
析患者の血糖管理は DPP-4阻害薬が中心となってき
ていた．実際に我々の施設においてもインスリン療法
からの離脱が可能となった透析患者が多くいる．
インスリン治療中の糖尿病血液透析患者の血中イン
スリン濃度は，ダイアライザへの吸着により透析中に
低下する．この現象はインスリン投与患者でも非投与
患者でも同様に起こるが，透析前インスリン血中濃度
が高い例ほど大きいとされている．血糖も透析液に除
去されて低下するため，透析中のインスリン不足によ
って高血糖が起こることは少ないが，透析終了後に血
糖が急上昇する例も少なからず存在する．透析前の随
時血糖値が比較的良好であるのに対して，GAが高く
なっている例では，透析後高血糖が関与している可能
性がある．

おわりに

前述のように，透析患者における血糖管理指標とし
て，HbA1cよりも GAを使用すべきであり，低血糖リ
スクを考慮した治療法を選択し，GA 24％未満を最低
目標とし，安全に血糖管理ができるようであれば GA 

20％未満を目指すことが推奨される．透析によって，
血糖，血中インスリン濃度は共に変動することから，
急激な血糖上昇あるいは低血糖に注意する必要がある．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

2014年の診療報酬改定で，透析そのものの点数以
外に，透析医療に大きな影響を与えたものは，特定除
外の廃止と消費税増税への対応である．

1　透析関連診療報酬改定

①　人工腎臓点数：10点の引き下げ
（公社）日本透析医会は，これまでの改定経過から，
もう ESAに内在する利益はなく，薬価として下がる
分のみのマイナスが，最大かつ適切な点数とした．併
せて，包括されている薬剤や材料に関する増税分とし
て，19点の上乗せが要望された．結果としての 10点
マイナスは，従来の引き下げ幅に比較して少なめであ
ったが，消費税増税などによる透析のコスト増が配慮
されたかもしれない．
②　慢性透析患者外来医学管理料：55点の引き下
げと HbA1cの包括
前回 2012年の改定時に引き下げるという伝聞が伝
わってきたことがあるが，種々の事情で本年の改定に
持ち越されたものと推測している．HbA1cの再包括は，
参考程度に用いられるべき指標とガイドラインに示さ
れており，これが理由であったと明示されている．
③　異なる施設での CAPDと透析の併用療法禁止
この治療法に関する保険診療上の問題（不正請求）
があったということが改定理由とされているが，具体
的にはどんなことがあったものか不明である．

2　特定除外の廃止

中医協調査で，10：1病院で特定除外制度の適用を
受ける患者の 32.1％が透析患者とされ，この制度の
廃止は，透析患者の終の棲家に大きな影響を与える．
そこで，日本透析医会は，日本医師会および厚生労働
省保険局医療課に対して制度の存続または緩やかな移
行を要望したが，結果的に廃止に至った．ただ，一般
病床に入院する特定除外対象の透析患者は療養病床へ
の移行が最も考えられ，ここに慢性維持透析管理加算
（100点）が新設されたのは，当会の次善の要望が取
り上げられたものである．
いずれにしても本年 9月には，特定除外を利用して
いた病院ではどのような病床運営とするか，対象とな
っていた透析患者をどうするかという決断に迫られ，
この後の展開について，改めて調査を実施する予定で
ある．

3　消費税関連

平成 9年に実施された消費税（3％から 5％へ上
昇）対応のための診療報酬改定では，透析関係者のだ
れもが大きな問題とはしなかった．今回 3％分の消費
税引き上げを前に，日本透析医会常任理事の施設での
試算で，課税経費率の高い透析では，透析 1回あたり
250円前後の消費税負担が増すと推測した．この点を
保険局医療課担当者にも情報提供し，応分の配慮を期
待したが，はっきりとした対応はなされなかったと考
えている．この問題については，すでに診療報酬改定

日本透析医会会長

各支部での特別講演   講演抄録

2014 年診療報酬改定と透析医療

山㟢親雄　

平成 26年 4月 12日/広島県「第 15回広島県透析連絡協議会」　
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による影響調査が実施されており，この結果を用いて，
次年度の消費税 10％への増税対応を検討中である．

おわりに

今後，経営の問題もさることながら，患者の高齢化
や，その次には患者数の減少という大きな問題が控え

るなかで，透析施設はいかにして安全で良質な透析治
療を提供し続けるかが問われている．いま，（公社）
日本透析医会は，この問題に取り組む最初のステップ
として，施設機能や治療結果の自主的な公開を呼びか
けている．問題が多い時だからこそ，ぜひご協力をお
願いするものである．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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全腎協の血液透析患者実態調査報告書（2006年度
調査）によると，腎移植を希望する透析患者数は 30

歳代までは希望しない患者数を上回るが，40歳代以
上では希望しない透析患者が希望する患者より多くな
る．ところが腎移植を希望しない理由を問うと，透析
療法がうまくいっているといった透析療法に肯定的な
理由以外に，年齢的に無理，移植の成績がよくない，
費用が心配など，必ずしも正しい情報に基づいた判断
ではない理由も列挙されている．したがって，透析療
法に従事する現場の医療関係者に腎移植の現状を理解
してもらうことで透析患者に正しい情報が伝わること
は，患者の権利であると同時に腎移植の普及にとって
もきわめて重要なことと考えられる．

1　透析療法の限界と腎移植の意義

日本透析医学会統計調査委員会の 2012年 12月末に
おける透析療法の実際によると，わが国の慢性透析患
者数は 30万人を超えて増加の一途をたどり，導入患
者の年齢，年末患者の平均年齢のいずれも高齢化が進
んでいる．その一方で，透析患者の死亡原因は心不全
（27.2％），感染症（20.3％）が全体の 47.5％を占め，
悪性腫瘍，脳血管疾患，心筋梗塞は合わせても 21.1％
と一般人の死亡原因とは大きく異なり，その結果，5

年生存率 59.8％，10年生存率 36.3％と中・長期的生
存率は不良で，その改善傾向も認められない．
透析療法と腎移植にはそれぞれ長所・短所が存在す
るが，中・長期的生存率においては両者に決定的な相
違があり，生命予後の比較では，腎移植後 4年生存率

において死亡リスクが 68％改善し，心血管イベント
の予防効果が反映しているとの報告もある．また，医
療経済性においては，腎移植後 2年目において年間医
療費の大幅な削減が期待できることも大きな相違点で
ある．

2　腎移植の現状

わが国における臓器移植にとって，1997年の臓器
移植法の施行は脳死ドナーからの臓器移植を可能とし，
2010年の改正臓器移植法は脳死ドナーの増加をもた
らしたものの，心停止ドナーはむしろ減少しており，
脳死ドナーと心停止ドナーとの総数はほとんど変化な
く，2013年におけるドナー総数は 84例と極端な減少
となっている．心停止ドナーからも実施可能な腎移植
にとっては，これら法律による献腎移植の増加はない
ものの，生体腎移植は年々増加を示しており，2012年
では 1,417件と，10年前（2002年）の 637件に比較
すると 2倍以上の増加であり，2012年の献腎移植は
193件であることから，腎移植全体の 88.0％を生体腎
移植が占めている．その増加の要因には新たな免疫抑
制剤の登場やドナーに対する鏡視下手術の導入などに
加えて，ABO血液型不適合移植，夫婦間移植に代表
される非血縁間移植，保存期腎不全患者に対する pre-

emptive腎移植などの適応拡大も大きく寄与している
と考えられる．

3　腎移植の課題

日本臨床腎移植学会・日本移植学会からの腎移植臨

東京女子医科大学腎臓外科

各支部での特別講演   講演抄録

腎移植の現状と今後の課題

中島一朗

平成 26年 6月 1日/青森県「第 38回青森人工透析研究会」　
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床登録集計（2006年追跡調査）によると，2000年以
降の生体腎移植の生着率は，1年 96.7％，3年 93.8％，
5年 90.9％であり，献腎移植では 1年 90.6％，3年
84.7％，5年 78.6％と，どの年代との比較においても
著しい向上を認めている．免疫抑制剤の進歩等により
急性拒絶反応による移植腎機能廃絶例の減少が短期生
着率の改善に反映されたものと思われるが，さらに
10年，20年後の生着率を推測すると，右肩下がりに
なることは想定され，長期生着率のさらなる改善が最
大の課題と考えられる．
移植腎機能廃絶の原因として慢性拒絶反応（慢性移
植腎症）が 66％を占めるとの報告もあり，なかでも
非免疫学的機序に属する免疫抑制剤による腎毒性や動
脈硬化の要因となる糖尿病，高血圧，高脂血症などの

病態の回避は，長期生着率の改善にとって重要な要素
である．免疫抑制剤のなかでもカルシニューリン阻害
剤の腎毒性は頻度が高いため，これら薬剤の減量とそ
れに代わる新規免疫抑制剤の使用が検討され，動脈硬
化予防のためにステロイドの減量，中止が試みられて
いる．

4　まとめ

臓器移植は本来，脳死あるいは心停止ドナーから提
供された臓器を用いて実施されるのが理想であろうが，
生体間移植に依存しなければならない現状もある．そ
のため健常なドナーに対する十分な配慮は無論のこと，
移植成績のさらなる向上をめざし，諸課題を克服して
いくことが重要と考えられる．
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「透析効率の考え方」という演題で，医療法人社団
清永会矢吹病院副院長の政金生人先生にご講演をお願
いした．講演内容は大変わかりやすく，即臨床に通ず
るものであった．以下，政金先生に代わって上山から
簡単に要旨を述べる．

まず，長時間透析，頻回透析の効果を呈示され，な
ぜそれが良いのか述べられた．正常な腎臓との違いは
物質除去の違いといわれた．透析で必要な除去物質は，
すなわち尿毒症性物質であり，それは，①小分子物質
（45種），分子量 500未満，②蛋白結合物質（25種），
分子量 58〜21,200，③中分子物質（22種），分子量
500〜32,000である．それをいかに除去するかできな
いかで，いろいろな合併症がおこってくるのではない
かと言われた．
次に小分子物質の除去率の指標として，Kt/Vがあ

る．JSDTでは 1.2以上を推奨するが，目標として 1.4

以上が望ましいとなっている．しかし，先生は 1.6以
上でさらに効果があると述べられた．さらに長時間透
析を行うと 5年生存率は圧倒的に良くなっている．夜
間在宅透析は腎臓移植と変わらないということであっ
た．
次に b2-MGについて述べられた．b2-MGを低レベ

ルにおさえると予後が良いが，しかし b2-MGの除去
効率のよいダイアライザーが予後を改善するという明
確なエビデンスはない．長時間透析（1日当たり 6時
間以上），頻回透析（週当たり 5回以上）などを行う
ことが，生命予後をよくすることであると力説された．

次に HDFが最近よく施行されてきているが，その
理由は統計によると合併症の予防，透析困難症，透析
アミロイドの予防等であるとのことであった．さらに
low fluxの透析との比較において，総死亡の低減効果，
心血管死，透析低血圧低減効果，b2-MG・homo-

cysteineの除去に有効，IL-6など炎症マーカーの低減
など，最も良い透析と思われていたが，最近，体重増
加，アルブミンの低下などの報告もあり，今後の研究
が待たれる．
次にダイアライザーの生体適合性も非常に重要であ
り，日常よく使用されるポリスルフォン膜には PVP

の溶出がみられ，アナフィラキシー，体重減少などが
みられることもあるとのことであったが，EVAL膜，
PMMA膜は生体適合性に優れ，吸着によって溶質除
去ができ，抗炎症作用，抗酸化作用などを有する S型
ダイアライザーであると強調された．
最後に透析効率の考え方として，
①　何を除去するのかターゲットを決めて除去を考
える．
②　ターゲットとする物質の除去効果が，生命予後
や合併症発生のサロゲートマーカーになるかどう
か検討する．
③　もっともよいモニタリングの指標は何か検討す
る．
④　透析効率至上主義であってはならない．
⑤　生体適合性も非常に重要な因子である．
と述べられ，講演会は終了した．

鹿児島県透析医会

各支部での特別講演   講演抄録

透析効率の考え方

上山逹典

平成 26年 6月 26日/鹿児島県「第 28回鹿児島県透析医会総会特別講演会」　
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先生の透析に対する熱意が伝わる講演で，透析を行
っている者には大変有意義な内容であった．講演会終

了後，情報交換会があり盛会裡に終了した．
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透析患者は骨強度が低下するため，骨折のハイリス
クグループであり，健常人に比し約 5倍骨折のリスク
が高いことが報告されている．
近年，原発性骨粗鬆症や CKD（慢性腎臓病），糖尿
病における骨折のリスクは，低骨密度・低骨量だけで
は説明できないことが明らかとなり，骨密度・骨量以
外に骨強度を規定する因子「骨質」の低下が指摘され
ている．斎藤らは，骨質低下にコラーゲンの分子間架
橋の異常が関与していることを明らかにし，コラーゲ
ン架橋の異常を惹起する原因として，血中ホモシステ
イン高値や酸化ストレスの増大，糖化の亢進が関与し
ていることを報告している1, 2）．腎不全患者では，血中
ホモシステイン高値や酸化ストレスの増大を認めるこ
とから，骨密度低下に加え骨質の低下が，骨強度の低
下に大きく関与していることが想定される．
また，CKDの進行に伴って，インドキシル硫酸や

pクレゾール硫酸などの様々な尿毒症性物質が腎障害
を助長するにとどまらず，骨や血管にも蓄積し，骨質
の悪化や血管石灰化の進行にも関与している可能性が
示唆されている3）．これらの尿毒症性物質の蓄積を阻
害するために，経口尿毒素吸着薬をラットに投与する
と，骨組成変化が改善するだけでなく，骨の弾性低下
も回復することが確認されている．すなわち，CKD

患者には，尿毒症性骨粗鬆症という CKD患者特有の
病態が存在する．
これまで，透析患者の骨折予防としては，CKD-

MBDに対する治療介入のみが強調され，いわゆる骨
粗鬆症に対する治療介入は積極的に論じられてこなか

った．その理由として，腎不全患者に対する骨粗鬆症
治療薬は，ビスフォスフォネートを始めとして禁忌と
されている薬が多く，治療薬の選択肢が少なかったこ
とが一因と考えられる．しかしながら，近年開発され
た PTH製剤や抗 RANCL抗体などの骨粗鬆症治療薬
は，進行した CKD患者に対しても使用可能であるこ
とから，今後は CKD-MBDに対する治療に加え，骨
粗鬆症治療をより積極的に行うことが必要になるであ
ろう．そのためには，新しい骨粗鬆症治療薬の CKD

患者に対する有効性や副作用の出現頻度などを含め，
エビデンスの蓄積が望まれる．
それでは，現時点での骨折リスク改善を目的とした
治療戦略はどのように考えるべきであろうか？ 近年，
CKD-MBDの病態において，酸化ストレスの関与が報
告されており，筆者らはビタミン Dやシナカルセト
が酸化ストレスを改善することを報告した4）．また，
骨質の低下や尿毒症性骨粗鬆症にも酸化ストレスの関
与が報告されている．
これらの報告より，腎不全患者の骨病変には，

CKD-MBDに加え，尿毒症性骨粗鬆症の存在と，原発
性骨粗鬆症の存在を考慮し，酸化ストレス改善を目的
とした新たなる治療戦略を考えていく必要がある．
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1　はじめに：CKD-MBD とは

血中のカルシウム（Ca）およびリン（P）濃度は，
副甲状腺ホルモン（PTH），線維芽細胞増殖因子 23

（FGF23），活性型ビタミン D3（VD）が，腎，腸管，
骨における出納を制御することで，その恒常性が維持
されている．慢性腎臓病（CKD）下では，ミネラル
代謝異常が必発する．CKD-MBDとは，死亡，入院，
心血管病や骨折などのハードアウトカムと関連する，
①検査値異常（Ca，P，PTH），②骨の異常（代謝回転，
骨量，骨密度），③異所性石灰化（心血管，軟部組織）
の 3項目を包括する概念であり，KDIGOより 2005

年に提唱されている．

2　CKD-MBD の発症機序

CKD-MBDの発症機序は，40年以上前に Bricker

により提唱された trade-off仮説（腎機能が低下する
と PTH分泌が亢進し，尿中 P排泄が増加することで
高 P血症の発症が回避されるものの，代謝性骨疾患
の対価を支払う）で説明される．

CKDラットへの P吸着剤投与は，副甲状腺機能を
低下させ，骨の劣化や血管石灰化の進展が抑制される
ため，あらためて Pの蓄積が本病態の根幹をなすこと
が確認できる．また，透析患者へのシナカルセト塩酸
塩（シナカルセト）投与により，PTH低下に付随し
て骨からの P動員が低下するため，血中 Pは低下する．
一方，保存期 CKD患者へのシナカルセト投与は，
PTHの尿中 P排泄促進作用を減弱・消失させるため，

血中 Pは上昇する．すなわち，薬理学的に trade-off

仮説を検証した皮肉な結果とも言える．さらには，
CKDラットへの FGF23中和抗体投与により，血中 P，
VDの上昇および PTHの低下が認められる．すなわ
ち，FGF23は PTHと協調的に働き尿中 P排泄を促進
させることで，CKD末期まで血中 Pを正常域に維持
すると同時に，VD産生低下を介して PTH分泌に対し
促進的に作用していると考えられる．

3　CKD-MBD の病態

腎機能が廃絶した場合，もはや PTHおよび FGF23

の尿中 P排泄促進作用は期待できず，高 P血症が不可
避となる．保存期 CKDおよび透析患者において，血
中 Pの上昇は，冠動脈石灰化および死亡のリスク因子
となる．Pは副甲状腺細胞に直接作用し，PTHの分
泌・生合成，細胞肥大，細胞増殖，副甲状腺過形成を
多段階的に促進し，VD欠乏とも相まって二次性副甲
状腺機能亢進症が発症・進展する．持続的 PTH高値
は骨代謝回転を亢進させ，線維性骨炎や皮質骨の粗鬆
化をもたらす．骨から動員された Caおよび Pは，心
血管系や関節部の異所性石灰化に繋がる．また，
FGF23の高値と，炎症，骨折，左室肥大，鬱血性心不
全，死亡との関連も明らかになりつつある．

4　CKD-MBD の対処法：低用量 VD と 

　シナカルセト併用の勧め

透析患者における，低用量 VDとシナカルセト併用
の想定される七つのメリットを列挙する．

医療法人社団日高会腎臓病治療センター/東京女子医科大学

各支部での特別講演   講演抄録

慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常
（CKD-MBD）の発症機序・病態・対処法

永野伸郎

平成 26年 7月 19日/大阪府「大阪透析医会透析合併症対策講演会」　
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①　PTH低下
VDで PTH生合成を抑制するとともに，シナカル

セトで PTH分泌を抑制することで，迅速かつ安定的
な PTHの持続的低値が実現可能となる．
②　Ca低値
CKD-MBD診療ガイドラインの Ca目標値（8.4〜

10.0 mg/dL）の範囲内であっても，生命予後の観点か
らみれば，目標値の前半部分を目指すことが望ましい．
また，Ca低値は痒みのリスク低下やメンタルヘルス
の面からもメリットとなる．VDを低用量化し，シナ
カルセトを併用することでその実現が可能となる．シ
ナカルセトは，血中 Caが極端に低値になると PTH抑
制作用が消失するため，過度の Ca低下を起こさない
ユニークな特性を有する．
③　副甲状腺過形成抑制
VDおよびシナカルセトは，いずれも副甲状腺細胞

増殖抑制作用を有するとともに，副甲状腺の VD受容
体および Ca受容体の発現を増加させる．両者の併用
により，過形成腺の退縮が認められ，副甲状腺摘除術
が減少し，薬剤の減量まで期待される．
④　血管石灰化進展抑制
CKDラットへの薬理量の VD投与により，動脈の
中膜石灰化が生じるが，シナカルセトの併用により発
症が抑制される．透析患者において，VD使用量を半
減しシナカルセトを併用することで，通常量 VD単独

群と比較して，Ca，P，PTHが低値で推移し，動脈や
心臓の弁の石灰化進展が抑制される．
⑤　骨代謝改善
過剰量の VD投与は過度の PTH低下を招き，低代

謝回転骨をもたらし，血中 Ca高値の素地を作る．VD

の減量に加え，シナカルセトによる PTHのオシレー
ションは，適度な骨代謝回転の維持に有用である．
⑥　FGF23低下
VDは FGF23を増加させ，シナカルセトは低下させ
る．VDを減量しシナカルセトを併用することで，血
中 FGF23はさらに低下する．一方，著明高値となっ
た FGF23を部分的に低下させることで，どのような
臨床上のメリットが期待できるかは定かではない．
⑦　生命予後改善
VDは生命予後を改善することに加えて，観察研究

およびランダム化比較試験により，シナカルセトの生
命予後改善作用も示されている．

5　おわりに

従来は，Ca製剤により P管理を行いながら，VD製
剤により PTH管理を行うといった，いわば “体内に
Caを押し込む療法”が主流であった．2008年のシナ
カルセトの登場により，CKD-MBD治療にパラダイム
シフトがもたらされたと言っても過言ではない．
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われわれは，二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）
に対する PTx研究会（PSSJ）を設立し，わが国の
SHPTに対する PTxの現況を調査するとともに，登
録制を導入し，手術症例の術前所見，術所見，術後の
予後などを調査してきた．PTx症例は 2007年までは
増加し，2007年は年間 1,771件であったものが 2013

年には 297件へと著しく減少した．2008年 1月より
わが国でも cinacalcet HCL（cinacalcet）が使用可能と
なったため，症例数の減少を cinacalcetに結びつけて
考えがちだが，実はわが国の透析医療の未来を先見し
ている可能性がある．PTxを必要とする症例の平均年
齢は 57.1歳，術前透析期間 144カ月，糖尿病性腎症
は 10.0％であり，わが国の透析患者の特性とは乖離
している．確かに，cinacalcetは強力に PTHを抑制す
るが，同時に SHPTが進行しやすい素地を有した透
析患者が減少しつつある，あるいは急速に減少してい
る事に配慮すべきである．

cinacalcet登場はわが国での SHPT治療を大きく変
革した．cinacalcet導入前後の SHPTに対する治療の
変遷を外科医の立場より概説する．
①　cinacalcet登場後，SHPTに対する PTxの件数
は劇的に減少したが，cinacalcetに抵抗する症例，
PTxを必要とする症例も依然として存在する．
それらの症例の検討により，その抵抗性の予測因
子を明らかにする事が急務と考えられる．副甲状
腺の腫大の程度は有力な要因となる可能性がある．
②　結節性過形成に進行すると，超音波検査にて副
甲状腺のサイズを測定し結節性過形成の存在を認

識することは，内科的治療の抵抗性を予測する因
子であった．cinacalcetでも同様なことが言える
か今後検討の必要性がある．
③　cinacalcet使用によりはたして副甲状腺は退縮
するのか，するならばどのような機序なのか，
PTHの低下は temporaryなのか，退縮も一過性
なのか，解明すべき問題である．
④　cinacalcet使用後の副甲状腺では嚢胞性変化，
線維化，出血性梗塞等の変化が高頻度にみられ，
すべての副甲状腺の確認を困難とし，さらに反回
神経の癒着によりその損傷のリスクが高まり，外
科医としては困難な手技を強いられる．この観点
からも長期予後が望まれる症例では，比較的早期
に PTxを考えるべきである．
⑤　cost effectivenessの観点からも，PTxは cina-

calcetに勝る治療法である．今後，医療経済の立
場から PTxの必要性が高まる可能性がある．
⑥　PTxに携わる外科医は，副甲状腺の発生，解剖
に習熟し，SHPTの病態を十分認識し，どのよう
な状況下でも対応できる技量を維持していくこと
が重要である．
上述したごとく，わが国の透析患者は急速に高齢化
し，原疾患は糖尿病性腎症が半数を占め，当然長期生
存は限られる．つまり PTxを必要とするような比較
的若年の，長期透析患者は減少することが推測される．
また新しい治療薬の出現は新たな局面をもたらすかも
しれない．しかしながら，医療経済の観点からは PTx

は cost effectiveな治療である．SHPTに対する PTxは

名古屋第二赤十字病院

各支部での特別講演   講演抄録

二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx
――　わが国の現況と未来　――

冨永芳博　

平成 26年 8月 23日/北海道「北海道透析医会学術講演会」　
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scienceから socialへと舵を切る時代が待っているの だろうか？

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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﹁もう一度検討しよう！ 透析液組成﹂     嶋田英剛　

本稿の主意を簡略に述べると，透析液 Na濃度 140 mEq/Lでの透析が，充分な検証もなく「正 Na透析」

とされていることに異を唱えることにある．おそらく「132」から漸進的に「140」へと上昇し（1989年），

不充分ながら一応の満足が得られたこと，また「140」が血漿 Na正常値の中間値であることから，短絡的

に正 Naの名を冠して固定観念となったものであろう．

当院では，1980年から 35年間「145」の透析を行い，下記に述べる sodium paradoxの解明に努力し一応

の解に達した．ちなみに，日米欧および中韓の資料も取り寄せたが，市販液に関してはすべて「140」である．

正 Na透析液は 140 mEq/Lであるという検証なき固定観念から，「D-Naを 140以上に高くすると Naが蓄

積して血圧が上昇する」とされて 4半世紀を経た．しかし，当院では 1980年以来「145」に上げて 35年に

なる．そして D-Na上昇に反して，血圧は低下または正常化し（sodium paradox），加えて理学所見，検査

所見も好転した．この paradoxical evidenceの機序について，2013年に下記のように 2回報告した．

①　2013/6/21　第 58回日本透析医学会学術集会・総会（福岡）

　「Sodium Paradoxと Potassium Paradox〜透析液ナトリウム濃度と血圧及び体内総塩分量の逆相関〜」

②　2013/11/10　第 9回長時間透析研究会（長崎）

　「透析時間の長短と Sodium Paradox」

すなわち，2000年以来，当院に転入した「140」stable conventionalの 7症例を転入後「140」で透析し，

ついで「145」に移して stableになってから双方の dataを比較した（表 1参照）．その結果を略述すれば，

透析医のひとりごと透析医のひとりごと

表 1　「140」と「145」の比較（in body による）
　　　　　　　　　　　　　　　　 （透析前後の体重・ICF・ECF）

D-Na
mEq/L

BW（kg） ICF（L） ECF（L）

開始 終了 低下 開始 終了 除去 開始 終了 除去

a「140」 56.0 53.3 2.7 18.6 17.6 1.0 12.8 11.9 0.9
±8.2 ±8.3 ±0.4 ±2.8 ±2.7 ±0.4 ±2.1 ±1.9 ±0.3

b「145」 55.1 51.8 3.3 17.9 16.6 1.3 12.2 11.0 1.2
±7.8 ±7.8 ±0.6 ±2.6 ±2.3 ±0.6 ±2.0 ±1.6 ±0.5

a－b －0.9 －1.5 －0.7 －1.0 －0.6 －0.9
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透析終了時の血漿 Na濃度では「145」のほうが約 4 mEq/L高くなるため（表には記載されていない），

「145」のほうが不利にみえる．しかし，その不利をカバーする多量の水分除去があり，HD前後を問わず

「145」のほうが ICF，ECFおよび ICF＋ECFすべてで少量となり，それらに Na濃度を乗ずると，体内総

Na量は「145」のほうが，遥かに少ない．つまり「140」では，週間を通じて潜在浮腫の状態に在るのに対し，

「145」では少なくとも HD後はほぼ無浮腫と考えられる．そのために血圧は正常化ないし低下したと理解

された．したがって「145」透析後体重こそ dry weightであり，対して「140」では，透析後ですら「145」

に比べ，1.5 Lの浮腫状態と考えざるをえない．ただし「145」以上がありうるか否か，さらなる検証が必要

である．

次に随従現象に言及する．D-Na 145にすると透析中 Kが過剰低下する症例を散見するようになり，K摂

取制限を緩和したうえに，D-Kを 2.0から 3.0 mEq/Lに上げる必要に迫られた．それは K濃度の高い（140 

mEq）ICFからの除水量で「145」が 1.3 Lあるのに対して，「140」では 1.0 Lに過ぎず，この差 42 mEq

（140×0.3）が余分に除去されるためと理解した．これも当院の心循環器系死亡比率の低下に寄与している

と思われる（potassium paradox）．その他，一時「140」で透析中の低血糖対策としてブドウ糖 150 mg/dlが

推奨されたことがあったが，「145」では 100 mgで透析中から後，低血糖症状がまったく観られない．また

「145」のほうが透析前体重で 1.1 kg，終了時体重でも 1.5 kgと低く（表 1参照），週間を通じて明らかに水

分負荷が少ない．

このように，D-Na 145に変更すると，それにつれて dry weightはもちろん，Ca濃度を含めて，他の透析

液成分の濃度も変更せざるをえない現象には充分な注意が必要である．前記のように，当院の心循環器系障

害による死亡者が統計的に少なく，また 1980年に「145」の透析を始めて以来，PTXの症例は 1例，手根管

症候群手術例は 3例にすぎない．それは ICFレベルでも細胞内溢水が軽く，細胞機能も高く維持されてい

るためと考えている．

最後に長時間透析について述べると，原則的に言えば，なるべく透析の時間効率を高くして，患者のベッ

ド拘束時間を短くする努力が必要と考える．すなわち現状のように，D-Na「140」の液では，いかに長時間

であっても，透析終了時においてすらかなりの浮腫状態にあり，一考を要するところである．ちなみに当院

の現状は，患者の体液量（つまり体重）を考慮して 4〜6時間，平均 5.2時間である．
嶋田病院（熊本県）　
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﹁佐渡島にみる透析医療の現状﹂     高宮治生　和田真一　

佐渡島は人口約 6万人の新潟県にある離島である．面積は，東京 23区の約 1.5倍に当る．約 1年前に某

番組で「佐渡の 65歳以上が 50％を超える限界集落に若者は戻ってくるのか？」といった企画が放送されて

いたが，その通り高齢化も著しい．市の資料によると，島の高齢化率 38.9％，高齢者がいる世帯割合 62.5％，

そのうち高齢者単独世帯 49.6％であるという．

その佐渡島に透析施設は，佐渡医療圏における基幹病院である新潟厚生連佐渡総合病院ひとつしかない．

ここで急性血液浄化も透析導入も慢性維持透析も担っている．病院は島の中心部に存在するのだが，島の端

から病院までは片道 1時間以上かかる．その距離を週 3回，透析通院のために往復している方々も多数おら

れる．

さて，この島での透析医療だが，高齢化の進んだ大きな島ならではの特殊な問題を抱えている．

透析導入時には，導入基準として，臨床所見や検査データと同等かそれ以上に重要視しなければならなく

なってしまうのが，患者がはたして週 3回通院できるのかということである．遠方に居住している高齢者単

独世帯の患者であったりすると，一目散に，当院の 20代にしてかなり有能な 3名の医療ソーシャルワーカ

ーのもとに相談に駆け込んでいかなければならない．島内で透析患者を受け入れてくれる施設はないに等し

く，患者自身の介護度・ADLや経済的余裕，島内外の家族がどの程度肉体的，財政的支援をしてくれるか，

等によって可能な限りよりよい選択肢を模索していくことになる．場合によっては，やむをえず住み慣れた

島を離れ島外の家庭のもとに引き取って頂いたり，また透析の開始自体を見合わせる選択をしなければなら

なかったりすることもある．透析導入時だけではなく維持透析患者の ADL低下時も同様の問題が生じる．

このような場合，腹膜透析という選択肢もあるのだが，患者が高齢で機械の操作ができなかったり，介助

をしてくれる家族もいなかったりで，結局，腹膜透析を選択されることは皆無に等しい．現在，島内で腹膜

透析を選択し継続できている患者は 40〜60代の数名のみである．

慢性維持血液透析は，現在約 140名の患者を約 50ベッドで行っているが，年々クールの偏りが著しくな

ってきている．高齢患者の増加により，送迎等の問題で昼間クールの透析ベッドは常に満床状態である．こ

のクールは，入院中の重症透析患者の透析や吸着療法といった特殊治療も集中するため，看護師の労務は激

務をきわめている．

患者だけではなく，スタッフに関しても島ならではの問題を抱えている．看護師は島内出身者，あるいは

島内看護学校卒業者が多数を占めるのだが，特に若い看護師は島外へ，取り分け都会への流出が著しい．
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年々進む院内看護師数の減少に伴い，透析室勤務の看護師もひとりまたひとりと病棟に配置転換されてしま

う．看護師不足の中，臨床工学技士の役割も重要なのであるが，こちらは島という僻地にあるためか勤務初

任地として新人が配置され，やってくることが多い．彼らが数年の勤務で臨床工学技士として立派に仕事が

できるようになると，なんとも惜しいことに島外のスタッフ数に余裕がある病院へ転勤となってしまい，ま

た最初から指導が必要な新人がやってくるといった状況である．新人育成としてはやりがいがあるが，人員

不足の中での業務軽減という観点からみると，配置に疑問を感じることもある．

種々の問題点はあるにせよ（いやあるからこそかもしれないが），スタッフは有能であり働きやすい環境

であることは最後に述べておきたい．
佐渡市立両津病院併設佐渡市介護老人保健施設 すこやか両津/新潟厚生連佐渡総合病院内科（新潟県）　
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﹁血液透析の進歩と懸念﹂     後藤武男　

血液透析療法の進歩は，本邦に導入当時より携わっていた者には一驚に値する．兵庫県では，藤田嘉一先

生（元兵庫医科大学，透析部，教授）が米国へ留学後，昭和 43年に神戸大学へ導入，数カ月遅れて本院に

透析療法が導入された．当時はセロファン膜を毎回ボードに張り透析装置を作成し，透析液は水道水を用い

て調整したが，透析効率も悪く，1キログラムの除水に長時間透析を必要としたものであった．その後，使

い捨ての平板型のダイアライザーが出現し，昭和 50年代に入って中空糸の装置が開発され，現在の高性能

膜に至っている．また透析液も高度に純化された RO水の利用にいたった．当然，当時の治療を受けた患者

さんの，日々の生活様式も厳しく，水分，食事の制限も過酷なものであった．

先日，昭和 43年に透析導入され（於神戸大学），46年以上に亘って透析施設（元町 HDクリニック，申

曽洙院長）で維持透析を受けていた患者さんが急逝された．少し前まで，自宅から元気で通院されていたと

いう．高齢後期の一歩手前であった．我々の施設でも同様であるが，数年から 10年近く，当時の旧い透析

療法を受けていたはずである．はたして，この患者さんが導入当初より，現在の高度に進歩した治療法を受

けておられたらどうなっていたであろうか？ さらに，長年月にわたって元気に社会復帰が可能であった

か？ 以前より，常に頭をよぎる問題であった．少なくとも厳しい生活習慣を体得された経験は，その後の

療養面にも良い影響を与えたものとも考えられる．

さて，透析療法を開始した導入当時，抗凝固薬としてヘパリンの使用量を決めるさいに，凝固時間ととも

に，血清遊離脂肪酸（FFA）の量を同時に測定した事があった．ヘパリンにより，リポ蛋白リパーゼが活性

化され，急速に FFA の増加をきたすことはよく知られている．この FFAについては，1968年頃より，糖代

謝の阻害作用が報告されており，FFA高値は一種の細胞毒でもありうる．当時，ヘパリンを中和するため，

プロタミンを毎回使用したこともあり，また無ヘパリン療法が試みられた時期もあった．ダイアライザーの

機能の改良，透析方法の進歩とともに透析時間が短縮され，あまり問題にされなくなったが，長期の透析，

また長時間透析を受ける患者が増加するにつれ，多少とも考慮すべき課題ではないかと考える．最近ヘパリ

ンの血管内皮への悪影響も報告されており，留意する問題でもある．また透析効率の改善に伴って，アルブ

ミンとともに，その他の生体に有用な物質が漏出する可能性も考えられる．

かつて，カルニチンが 1990年代に注目されたことがある．脂肪酸の酸化に関連しており，筆者も興味を

持ったこともあった．しかしカルニチン投与にもかかわらず脂肪酸代謝にも影響が乏しく，体内で合成され，

充足も十分可能であると報告され，以後，注目されなくなった．しかし最近，遊離カルニチンが透析によっ
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て失われ，補充による治療が行われている．カルニチンは分子量よりみて，旧い透析膜でも十分透析可能で

あったと思われるが，この事実は透析膜の効率の改善による可能性も推定される．また血清カリウム，リン

が透析後に異常低値をきたし，数時間にわたって遷延する場合がしばしばあり，この事実ははたして，生体

の筋肉のエネルギー代謝には影響がないのかと懸念するわけである．以前より，透析患者の筋力の低下が知

られており，廃用性萎縮も考慮し，透析中に適度の運動療法の必要性についての報告もある．

以上，思いつくままに書いたが，今後の透析治療については，大きな改革というより，様々な，小さな問

題点が徐々に改善され，さらに完成された治療法に到達することを期待する次第である．
高砂市民病院（兵庫県）　
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﹁瓢箪から駒・阿弥陀籤・塞翁が馬﹂     川島　周　

私は高校卒業後に経済学部に進学していましたが，医学部を受け直して医者になりました．医者になって

もまさか自分が透析医になるとは考えたこともありませんでしたが，本当にひょんなことからこの道に入っ

てしまいました．結果的に非常に恵まれた人生を送ることができ，この道を選択して本当によかったと実感

しております．一番大きな理由としては，自分がしたいことができるという人生をおくれたからと思ってい

ます．

その成り行きを今から説明いたします．実は，私がこの分野の勉強をするために，東京女子医大人工腎臓

センターに行こうとした時に，多くの先輩方は強硬に反対してくれました．後輩のために時間を割いて「そ

んなおかしな医者にはなるな．」と説得してくれた先輩がうっとうしくも思えましたが，非常に強く私の気

持ちに染み込んだことは間違いありません．

私はこのことにより，新たな技術を身につける道筋に立ったこと，人には自分の家族以外にも深く関わっ

てくれる人がいるものだという人生勉強を同時に経験することができました．私を取り囲んで説得してくれ

た 4人の先輩のうち，お二人はもうあの世に行ってしまいました．また近いうちにあの世でお会いする時は，

さらりとお礼を言うつもりにはしています．しかし多分あのお二人は「え！ そんなことを言うたかい

な？」と聞き返すと思います．

いずれにしましても，自分が提供したい医療を患者さんに提供できたということは，1県全体の透析患者

数の 4割をお世話するという強運に恵まれて，故太田和夫教授にご指導をいただき，昭和 61年に徳島県内

で第一例目となる生体腎移植を当院で実施することができたことであります．ドナーもレシピエントも未だ

にお元気にしております．その後，今までに当院で 54例の腎移植を行ってきました．ほとんどの方は透析

を離れることができている生活をおくっています．また腎不全に陥ることを予防する対策として，腎生検に

よる確定診断はきわめて重要と思いますが，当院では毎年 30人前後の患者に実施しております．この検査

を受けることにより，適切な治療法が選択され，なんらかの予防的役割を果たしていると思います．また糖

尿病や循環器専門医も一緒に勤務するという環境も整備できました．

このように，腎疾患を一連の流れとして検査や治療に当たることは亡き太田教授の方針を踏襲しています

が，多分多くの透析医も連続性のある治療を行いたいという希望を持っていると思います．しかし，そのよ

うな夢を叶えられる幸運な医者は数少ないと思っていますが，自分がその数少ない部類に属せたことをあり

がたく思っております．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと



透析医のひとりごと 485

またもう一つ感慨深いことは，終末期医療に関することであります．私が開業したのは昭和 51年でした

が，その頃透析を中断して自宅で最期を迎えたいと願う高齢透析患者さんに数例遭遇しました．そのような

時には，患者さんを自宅に送り届けて最期を迎えるという経験もしました．当時は患者家族との意思疎通も

緊密でしたので，法律の力を借りることなく，ごく普通の日常的行為として，このような行為ができたと思

っております．

また最後に，これから先の日本の医療の事を考えると不安な気持ちになります．私は先日，ドイツの保健

省や疾病金庫，また色々な医療機関を訪問する機会がありました．そこで感じたことは，日本の医療はとて

も良くできていることと，改めて日本の医療職員の勤勉さに敬服しました．われわれの分野はいわゆる輸出

産業ではありませんので，輸出することはできませんが，この日本の優れた医療保険制度や医療職員の気質

などを後世に伝えながら，ぜひ世界にも広めるべきものだと思っております．

どのような経緯で私がこのような機会を頂いたのか，まったくわかりませんが，感謝しながら私の独り言

を終わらせていただきます．
川島病院（徳島県）　
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石川県透析連絡協議会の活動については 2010年の
支部便りで一度報告しており，今回はそれ以降の活動
について振り返ってみたい．石川県透析連絡協議会は
2007年に透析に関わる医師を会員として構成された
が，現在では医師以外に，看護師，臨床工学技士も非
会員として参加し運営されている．参加施設は 41施
設で，主な活動内容は年 1回開催される石川県透析連
絡協議会総会とそれに続く講演会，同じく年 1回行わ
れる災害時情報連絡ネットワークの情報伝達訓練およ
び反省会である．

1　災害対策

災害対策として以下の 5点について報告する．

1-1　石川県透析連絡協議会のホームページ

上記ホームページを 2013年にリニューアルした
（図 1）．

1-2　「石川県透析連絡協議会災害時ネットワーク 

マニュアル」

上記マニュアルを作成し，2011年 7月に県内の全
透析施設に配布した．

1-3　情報伝達訓練

石川県透析連絡協議会ではこれまで毎年 9月に，県
の防災総合訓練の日に合わせ，災害時における情報伝
達の訓練を実施してきた．参加施設数は，2011年 29

施設，2012年 32施設，2013年 36施設と，防災意識

の向上とともに増加傾向にあり，各施設のご理解とご
協力に感謝している．
災害時の情報伝達の訓練は，電話・ファックス・E-

mailの他，実際に災害用伝言ダイアル「171」を使っ
て，石川県透析連絡協議会と会員，各透析施設と患者
の間で情報伝達の訓練を行っている．年 1回ではある
が，災害で通信が困難になっても落ち着いて災害用伝
言ダイアル「171」が使えるように，また使用方法を
忘れないためにも訓練が必要と感じている．
なおこの訓練の反省会では，各施設に問題点を提起
してもらい，改善に努めている．その中のいくつかを

た　よ　り

石川県支部だより

石川　勲

石川県透析連絡協議会会長

図 1　石川県透析連絡協議会ホームページ画面
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抜粋してみる．
「171」のガイダンスについては，①わかりにくい，
長すぎる，聞きにくいの他，②スキップする操作法
（慣れればガイダンスをすべて聞く必要はない） が理
解されていない，③患者が施設からのお知らせを聞く
訓練で誤って録音してしまう，④訓練ではメッセージ
が 6時間で消去されるため聞けない人が出た，などの
問題点をはじめ，⑤普段から災害に備え患者と訓練し
ておかないといざという時に対応できない，⑥患者に
災害用伝言ダイアル「171」の存在を知らせる意味も
兼ねて定期的に訓練を実施する必要がある，などの反
省や意見があった．

1-4　東日本大震災時支援活動の教訓

東日本大震災時の支援活動で，石川県透析連絡協議
会が経験した教訓を報告したい．
災害時における透析の支援には，能登半島地震時の
ように透析施設自体が被災した場合や，ライフライン
の問題で透析が不能となった場合のように，患者の命
を救うための支援と，もう一つは東日本大震災・福島
原発事故発生後のように，被災 1週間を超え，仮の施
設でなんとか透析はできているが，これまでの透析施
設や住宅が放射線物質で汚染され，避難のために他の
施設（遠方の施設）に移る場合の支援があることを実
感した．
協議会は，2011年 3月 17日（東日本地震発生 6日
後）に石川県と協力し支援活動を開始した．3月 18

日，福島県の医師から，患者 32名，18家族の避難支
援をお願いしたいと連絡があった．そこで当連絡協議
会では日ごろの訓練に沿って，災害時ネットワークか
ら石川県内の 6施設を選び，各施設で患者 10, 5, 5, 5, 

5, 2名を受け入れると直ちに決定し，迎えのバスに同
乗する看護師を手配した．その一方で，石川県健康福
祉部には県営住宅や，福島へ迎に行くバスの手配など
を依頼した．しかし，避難場所が石川県では遠方過ぎ
る，県営住宅には暖房設備がないなど，いくつかの理
由によって，32名の避難透析希望者が最終的にはゼ
ロとなり，結局支援はできなかった．
能登半島地震の時は，命を救うための透析支援で大
部分が入院透析であった．そのため住宅の確保，食事
の用意といった今回のような問題はほとんどなかった
が，東日本大震災の場合は遠方からの避難透析の支援

であったので，外来通院患者に対する多岐にわたる支
援の難しさを痛感した．すなわち，今回のような事例
で患者の希望に添うためには，行政の手厚いサポート
がなにより必要で，我々医療者だけでは到底困難であ
ると強く感じた．evacuationのための透析支援（後方
支援）には，日常生活の支援も含めて広い支援が必要
である．

1-5　最近の活動

東日本大震災の時を除き，ここ 3年間幸い訓練以外
に石川県災害時ネットワークが動いたことはない．

2014年 3月 15日に第 8回石川県透析連絡協議会総
会が開催された．今回は県の補助事業によってMCA

無線が配置されたため，県の担当者も参加し業者から
MCA無線について具体的に説明を受けた．現在 46施
設（一部重複）はMCA無線の配置が完了している．

2　インフルエンザ対策

新型が季節インフルエンザになったが，幸い新たな
鳥インフルエンザも現在出現していないので，油断せ
ず，これまでどおり対策に万全を尽くしたい．

3　講演会

ここ 3年間で開催された総会や反省会後の講演会で
は，次のような演題で，勉強の機会を得た．
①　2011年第 5回総会
医療法人明楽会くま腎クリニック院長の隈博政先生
に「透析室における新型インフルエンザ対策および
HIV感染患者透析医療ガイドライン」について講演
していただいた．
②　2012年第 6回総会
まず金沢大学理工研究域自然システム学系地球学コ
ース準教授の平松良浩先生に「北陸地方の地震危険
度」という題で，次に日本透析医会会長で増子クリニ
ック昴院長の山㟢親雄先生に「透析医療と診療報酬」
についてお話しをいただいた．
③　2013年第 7回総会
東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーシ
ョン社会連携研究部特任教授の上昌広先生に「東日本
大震災後の透析医療が抱えた問題」という題でとても
参考になるお話をしていただいた．
④　2014年第 8回総会
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この年は診療報酬改定にあたり，社会医療法人名古
屋記念財団理事長の太田圭洋先生に「透析医療と診療
報酬」について，また武蔵野赤十字病院腎臓内科の安
藤亮一先生には「透析施設における感染対策〜アウト
ブレークをいかにして防ぐか〜」について大変有用な
お話しをしていただいた．
災害訓練の反省会の席では，2011年度は，仙台社

会保険病院腎疾患臨床研究センター医長の木村朋由先
生に「東日本大震災と透析医療〜被災地からの報告
〜」を，2012年度は，後藤泌尿器科皮膚科副院長の
後藤康樹先生に「透析医療における東日本大震災（津
波の被災）時の活動報告」について，2013年度には，
日本透析医会災害対策委員の赤塚クリニック院長赤塚
東司雄先生に「透析医療と災害対策〜東日本大震災を
踏まえて」という題で貴重な体験談も交え話していた

だいた．

4　今後の活動

①　2014年 9月初旬には，例年のように情報伝達
訓練を行う．電話，ファックス，E-mailを用いて
事務局と会員，スタッフと透析施設，患者と透析
施設の連絡網の確認と，伝言ダイアルを用いての
訓練に加え，今回は新たな試みとしてMCA無線
の使用訓練も計画している．
②　災害時ネットワークマニュアルの改定を行う．
③　自立不能，通院困難患者に対する対策として，
県内での受け入れ体制について現状を把握し，透
析連絡協議会として何かできることはないか検討
したい．
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1　広島県の歩み

広島県で透析療法が本格的に始まったのは 1968年
で，全国的にみて歴史が古い地域です．1969年末，
30名前後の透析患者を治療している病院で，1人のご
老人（60歳くらい）が，ある日急に透析に来られな
くなりました．以前より，このご老人は透析に多額の
経費のかかることを大変気にされ，週 2回の透析を，
時間延長して週 1回にするといったことをされていま
したが，とうとう透析経費の負担に耐えきれず，これ
以上家族に迷惑はかけられないということで透析をあ
きらめられたのです．
当時，透析患者は，社会保険・組合保険の本人以外
はすべて自己負担があり，3割自己負担の国民健康保
険の場合，週 3回の透析で月 20万円という巨額の自
己負担でした．1969年はアポロ 11号が月面着陸し，
人類が偉大なる跳躍の第一歩を刻んだ年ですが，日本
では大卒初任給 31,830円，はがき 7円，国鉄初乗り
30円でした．月 20万円という自己負担を払えない場
合，医療保護という制度がありましたが，医療保護は
生活保護と同様に，所得制限や財産制限，さらには家
族の大学進学制限，自動車・電話・テレビ等の所有制
限があり，家族に多大の犠牲を強いるものでした．そ
のため，当時は，透析を受けることが家庭崩壊につな
がりやすく，自殺者もまれではなかったそうです．
このご老人の事件以来，その病院の透析患者の中に，

「こんな金のある人だけが助かるようなことではいけ
ない．誰もが透析を受けられるようにならなければ」

という気運が高まり，「透析患者の会を作って，誰も
が安心して透析を受けられるように運動しよう」と世
話人会が設けられました．その後，広島県の他の医療
施設の透析患者と協力し，1970年 4月 27日，全国で
最初の透析患者の組織，人工腎友会（現在の広島県腎
友会）が発足しました．発会式当日，医師は多数参加
していましたが，政治関係・行政関係の出席者はゼロ
だったそうです．しかし，マスコミ関係では，広島県
の NHK・民法テレビ局，新聞社の取材が多数ありま
した．当日発表された人工腎友会の設立趣意書では，
「透析費の公費負担，透析患者の社会復帰の促進，透
析治療の公知化」が訴えられました．
この人工腎友会の設立を契機として，マスコミで人
工腎臓の問題が積極的に取り上げられるようになりま
した．NHKでは，ローカル番組だけでなく全国放送
（スタジオ 102）でも人工腎友会が紹介され，人工腎
臓の問題が取り上げられました．全国放送後は，各地
の透析患者から多数の共鳴の手紙が人工腎友会に殺到
したそうです．人工腎友会は，広島県庁へ何度も陳情
に行ったものの「国の法律をかえてもらわないとどう
にもできない」という返事だったそうです．その後，
国と交渉できる人工腎臓患者の全国組織をつくること
に活動の中心を移したそうです．やがて，東京のニー
レの会（人工腎臓患者の会）が中心となって，全国の
各地にできつつあった透析患者会を束ね，1971年 6月，
全国腎臓病患者連絡協議会（全腎協）が発足しました．
全腎協の設立総会には，各政党・政府関係者が多数出
席されていたそうです．

た　よ　り

広島県支部だより

土谷晋一郎

広島県透析連絡協議会会長
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1972年に総理大臣に就任した田中角栄は，1973年
を「福祉元年」とすることを宣言しましたが，この社
会的風潮が追い風となり，1972年度予算で人工腎臓
患者を身体障害者と認め，透析治療を身体障害者の更
生医療として実施する予算（約 5億円）が認められま
した．なお，「福祉元年」では，老人医療費の無料化
が行われ，医療保険における高額療養費制度・年金の
物価スライド制等が導入されました．

2　特定除外制度廃止

先日，広島県腎友会土谷支部の方と話し合う機会が
あり，質問書・要望書を受取りました．その中に，
「透析患者はこれまで，難病や慢性的な病気の患者等
を対象にした特定除外制度により，90日以上入院し
ても病院への診療報酬は下がらず入院できましたが．
国は平成 26年度から特定除外制度の廃止を決めてい
る．長期入院は困難になります．医療法人あかね会も
透析患者に適用されるか心配しています．」（原文どお
り），という項目がありました．
特定除外制度の廃止は透析医療を行う病院にとって，

きわめて大きな問題です．日本透析医会では，太田圭
洋常務理事を中心に，2012年度診療報酬改定で，
13：1および 15：1入院基本料病床で特定除外制度が
廃止されたことに対するアンケート調査を行い，その
結果を報告しています（日本透析医会雑誌，27；
468-477，2012）．2013年には，山㟢親雄会長を中心に，
7：1および 10：1入院基本料病床の特定除外制度を
廃止しないよう，厚生労働省に強く要望しました．厚
生労働省は，財務省から「7：1入院基本料病床が 36

万床にまで増えたのは，政策ミスである」と指摘され
たと聞いておりますが，結局，7：1入院基本料病床
削減が強行され，特定除外制度廃止となってしまいま
した．今回の診療報酬改定は，透析患者に不安を与え
る診療報酬改定になってしまっていて，きわめて遺憾
です．

3　広島県の現況

ところで，広島県の人口は 284万 8,000人で，透析
患者数は 7,286人，透析患者人口比は 0.256％です
（2012年末日本透析医学会年末調査）．日本透析医会
広島支部は，広島県透析連絡協議会という名称を使っ
ております．日本透析医会は，1979年 4月 15日に，

都道府県透析医会連合会として結成されましたが，そ
れ以前に広島県では広島県透析連絡協議会を立ち上げ
ていましたので，名称変更せずに，現在に至っており
ます．
広島県下で透析治療を行う施設は 99施設あり，そ

のうち 83施設が広島県透析連絡協議会に加入してい
ます．役員は，名誉会長：辰川自光，顧問：原田知・
頼岡德在，会長：土谷晋一郎，副会長：山下達博・浜
口直樹，幹事：高須伸治・川合淳・高杉敬久・大上和
行・安田克樹・碓井公治・小根森元，監事：丸林誠二
です．

4　中国腎不全研究会

中国地方では，毎年秋頃，広島国際会議場で中国腎
不全研究会が開催されています．2014年は第 23回で，
10月 26日に漆谷義徳先生（松江赤十字病院）が大会
長を務められます．
中国腎不全研究会の前身は，中国 CAPD懇話会です．

1985年，平野宏助教授（川崎医大腎臓内科）が，大
沢健吾教授（川崎医大腎臓内科）・太田善介教授（岡
山大学内科）・仁平寛巳教授（広島大学泌尿器科）・酒
徳冶三郎教授（山口大学泌尿器科）・江崎治夫教授
（広島大学外科）等に働きかけられ，岡山で第 1回中
国 CAPD懇話会が開催されました．各県持ち回りの
年 1回の開催で，医師・看護師・臨床工学技士・薬剤
師・透析関連業者等の参加者は急増し，演題の数・レ
ベルも上がり，良い情報交換の場となっていきました．

1990年第 6回の会から名称が中国 CAPD研究会に
変わり，「CAPDに限定しないで血液透析，腎移植，
腎不全の予防・進行防止法まで含めて，腎不全の問題
すべてを討論できる会にしたい」という要望も強くな
っていましたので，酒徳冶三郎教授（山口大学泌尿器
科）を中心に，土肥雪彦教授（広島大学外科）・平野
宏助教授・福田康彦助教授（広島大学外科）等で，具
体案の協議が始められました．1991年 10月 27日開
催の第 7回中国 CAPD研究会で，中国腎不全研究会
準備委員会が開かれ，設立経緯・規約・幹事等の協議
が行われ，1992年から，中国腎不全研究会・中国
CAPD研究会の同時開催ということとなりました．第
1回中国腎不全研究会・第 8回中国 CAPD研究会は，
1992年 10月 4日に広島国際会議場で開催されました．
名前だけの二つの研究会併催の形式は第 10回まで続
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き，第 11回からは中国腎不全研究会のみの名称での
開催となっていきました．昨年の第 22回中国腎不全
研究会は片山惠之先生（医療法人片山クリニック）が

大会長を務められ，参加者数 1,294名，演題数 238で，
大盛況でした．
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本稿では，前号で報告後，平成 26年 7月 25日，9月 26日，10月 24日に開催された計 3回の常

任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報告し
ます．

1. 特定除外制度廃止に関するアンケートについて

平成 26年診療報酬改定により，すべての一般病床において特定除外制度が廃止されることとな
りました．これまで透析患者は，この制度により長期入院であっても在院日数の算定から除外され，
主に一般病床が，通院困難な透析患者の受け皿となっている現実がありましたが，本制度の廃止に
より，今後，通院困難透析患者の入院に大きな影響が出ることが危惧されています．
日本透析医会は，診療報酬改定に関する要望事項として，医療療養病床で透析患者を受け入れる
施設が不足していることから，医療療養病棟における透析患者への医療区分の引き上げを要望し，
結果として 1日 100点の維持透析加算を新設することができました．しかし急激な制度の廃止には，
現場の対応が困難であり，特定除外制度の急激な廃止をしないよう要望してきましたが残念な結果
となりました．
そこで，入院病床をお持ちの会員を対象に，10月の制度廃止の施行を踏まえ，この制度廃止の

影響について調査をさせていただきました．この結果は今後の厚生労働省への要望に生かしていく
予定です．ご協力いただきました会員の方々に感謝申し上げます．

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研究公募助成を行っておりますが，今
年は 26件の申請がありました．たくさんのご申請を頂き誠にありがとうございます．10月 27日

に研究助成審査委員会にて外部委員を含む厳正な審査を行いました．決定事項については別途ご報
告させていただきます．

3. 日本透析医会研修セミナーについて

平成 26年 10月 19日（日），札幌市のニューオータニイン札幌において，日本透析医会研修セミ
ナー「透析医療における Current Topics 2014（札幌開催）」を，主題「英知を結集し透析療法に新

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之



常任理事会だより 493

たな潮流を」として開催しました．日本透析医会の活動の周知，地方組織の先生方との交流も期待
して，透析医会の研修セミナーの地方開催は 4回目となりますが，今回も多数の参加をいただきま
した．心より感謝申し上げます．
次回は，平成 27年 5月 17日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京で研修セミナーを開
催します．また平成 27年 10月 4日（日）には，新潟での開催を予定しております．詳細につきま
しては，本誌あるいは医会 HPにてご案内させていただきますので，多数のご参加お待ちしており
ます．

4. 自立支援医療に関わる是正処置および是正改善処置要求について

平成 26年 10月 17日付けで会計検査院が厚生労働省宛に，自立支援医療と医療保険の特定疾病
制度の併用者において，医療保険の特定疾病制度による給付対象部分に対して，自立支援医療費が
支払われているとして是正改善処置要求を求めました．この件について，10月の常任理事会で検

討しましたが，現時点では医療機関に直接影響が及ぶものではないと考えます．今後の動向を見て
必要であれば厚生労働省への働きかけも検討していく，という結論となりました．



494

学 会 案 内

●第 48回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 27年 2月 4日（水）〜6日（金）
 学会長：両角國男（名古屋第二赤十字病院，医療法人衆済会増子記念病院）
 会　場：ウェスティンナゴヤキャッスル（愛知県名古屋市）
 連絡先：事務局
  　　〒466-0814　愛知県名古屋市昭和区妙見町 2-9
  　　　名古屋第二赤十字病院
  　　　TEL　052-832-1121　　FAX　052-832-1130
  　　　E-mail　48jscrt@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/48jscrt/

● 20th International Conference on Advances in Critical 
Care Nephrology

 開催日：平成 27年 2月 17日（火）〜20日（金）
 開催地：San Diego, United States of America
  　　　URL　http://www.crrtonline.com/conference/

●第 5回　透析運動療法研究会
 開催日：平成 27年 2月 22日（日）
 大会長：庄司繁市（特定医療法人仁真会　白鷺病院）
 会　場：ホテルエルセラーン大阪（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  　　〒546-0002　大阪市東住吉区杭全 7-11-23
  　　　特定医療法人仁真会　白鷺病院
  　　　TEL　06-6714-1661　　FAX　06-6719-6169
  　　　E-mail　27exercise@shirasagi-hp.or.jp

●第 25回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 27年 3月 7日（土）
 会　長：吉村吾志夫（昭和大学藤が丘病院腎臓内科）
 会　場：横浜シンポジア（神奈川県横浜市）
 連絡先：事務局
  　　株式会社メディカル東友　コンベンション事業部
  　　〒243-0013　神奈川県厚木市泉町 3-5　厚木フォーラムビル 8F
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　skp25@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/skp25/
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● 第 20回　バスキュラーアクセスインターベンション
　治療（VAIVT）研究会
 開催日：平成 27年 3月 7日（土）
 代表世話人：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール（東京都渋谷区）
 連絡先：事務局
  　　〒453-0015　名古屋市中村区椿町 14番 13号
  　　　ウエストポイント 1413ビル 3階
  　　　名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  　　　TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  　　　E-mail　info@vaivt.com
  　　　URL　http://www.vaivt.com

●World Congress of Nephrology 2015
 開催日：平成 27年 3月 13日（金）〜17日（火）
 開催地：Cape Town, Republic of South Africa
  　　　URL：http://www.wcn2015.org/

●第 30回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 27年 3月 14日（土）〜15日（日）
 世話人：斎藤　明（湘南東部総合病院）
 会　場：日本消防会館（ニッショーホール）（東京都港区）
 連絡先：事務局
  　　〒770-8548　徳島市北佐古一番町 1-39
  　　　社会医療法人川島会　川島病院
  　　　TEL　088-631-0782　　FAX　088-632-6885
  　　　URL　http://www.hpm-net.jp

●第 84回　大阪透析研究会
 開催日：平成 27年 3月 15日（日）
 世話人：武本佳昭（大阪市立大学医学部泌尿器科）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  　　〒545-8585　大阪府大阪市阿倍野区旭町 1丁目 4-3
  　　　大阪市立大学医学部泌尿器科学教室
  　　　TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426
  　　　E-mail　odm-oas@umin.ac.jp
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/
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●第 5回　日本腎臓リハビリテーション学会学術集会
 開催日：平成 27年 3月 21日（土）〜22日（日）
 会　長：伊東春樹
  　　（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
 会　場：都市センターホテル（東京都千代田区）
 連絡先：事務局
  　　〒151-0053　東京都渋谷区代々木 2-5-4
  　　　公益財団法人日本心臓血圧研究振興会
  　　　TEL　03-5302-6955　　FAX　03-5302-6338
  　　　E-mail　5thjsrr@gmail.com
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsrr5/index.html

●第 31回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 27年 3月 27日（金）〜29日（日）
 大会長：末田泰二郎
  　　（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門外科学）
 会　場：3月 27日：ANAクラウンプラザホテル広島（広島県広島市）
  　　3月 28日〜29日：広島国際会議場（広島県広島市）
 連絡先：事務局
  　　〒734-8551　広島市南区霞 1-2-3
  　　　広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門外科学
  　　　TEL　082-257-5216　　FAX　082-257-5219
  　　　URL　http://www.med-gakkai.org/jste31/

●第 112回　日本内科学会総会・講演会
 開催日：平成 27年 4月 10日（金）〜4月 12日（日）
 会　長：三嶋理晃（京都大学）
 会　場：みやこめっせ（京都府京都市）
 連絡先：事務局
  　　〒113-8433　東京都文京区本郷 3-28-8　日内会館 3階
  　　　一般社団法人日本内科学会
  　　　TEL　03-3813-5991　　FAX　03-3818-1556
  　　　E-mail　naika@naika.or.jp
  　　　URL　https://www.naika.or.jp/index.html
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●第 29回　日本医学会総会　2015関西
 開催日：【学術講演】平成 27年 4月 11日（土）〜13日（月）
 会　頭：井村裕夫
 会　場： 国立京都国際会館，グランドプリンスホテル京都，京都大学百周

年時計台記念館，京都大学医学部芝蘭会館（京都府京都市）
 連絡先：事務局
  　　〒604-8162　京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634
  　　　株式会社コンベンションリンケージ
  　　　TEL　075-231-1265　　FAX　075-231-6354
  　　　E-mail　secretariat@isoukai2015.jp
  　　　URL　http://isoukai2015.jp/

●9th Congress of Vascular Access Society
 開催日：平成 27年 4月 15日（水）〜18日（土）
 開催地：Barcelona, Spain
  　　　URL　http://www.vas2015.org/

●第 103回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 27年 4月 18日（土）〜21日（火）
 会　長：並木幹夫
  　　（金沢大学大学院医学系研究科集学的治療分野（泌尿器科学））
 会　場： 石川県立音楽堂・ANAクラウンプラザホテル金沢・ホテル日航

金沢・ホテル金沢・金沢都ホテル・金沢市アートホール・もてな
しドーム（石川県金沢市ほか）

 連絡先：事務局
  　　〒920-8641 金沢市宝町 13-1
  　　　金沢大学大学院医学系研究科集学的治療分野（泌尿器科学）
  　　　URL　http://www.jua2015.com/

●第 42回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 27年 4月 25日（土）〜26日（日）
 大会長：金子岩和（東京女子医科大学臨床工学部）
 会　場：ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区）
 連絡先：事務局
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　東京女子医科大学臨床工学部
  　　　TEL　03-3353-8111内線（20226）　　FAX　03-5269-7368
  　　　E-mail　jstb42th@kc.twmu.ac.jp
  　　　URL　http://www.jyouka.com/jstb42
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１. 本誌は（公社）日本透析医会の機関誌として年 3回以上
発行する．
２. 投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以
外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの
限りでない．
３. 本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．
４. 投稿原稿は
　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2淡路建物ビル 2F

　　　　　　（公社）日本透析医会事務局
　　に，簡易書留便で送る．
５. 掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．
６. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著
者に訂正を求めることがある．
７. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，
版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員
会において行う．
８. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30部までは無
料とし，それ以上は著者の実費負担とする．
９. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．
10. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない
場合は著者に修正を求める．
⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．
⑵　原稿は邦文とし，A 4判用紙を用い，横書き，口語体，
平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワード
プロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッサー
等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良い．
原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキスト
ファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．
なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，
結語，文献の形式とする．総説，特集については最初
に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名
及び 5語以内のキーワードを記載する．
　　また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英
文を併記する．
⑶　図はレタリングしたものとする．図表は A 4判大の紙
に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表は
上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則と
して著者の実費負担とする．
⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承
諾を得てその出典を明らかにする．
⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．
⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，

タイプまたは，明瞭な活字体とする．
⑺　度量衡は CGS単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，

mg，mEq/ℓ，mg/㎗などを用い，数字は算用数字（1，2，
3など）を用いる．
⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に
記載する．
⑼　引用文献数は 30以内とし，本文の引用箇所に順次番
号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引
用順に記載する．
①　書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の
時は 3名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．） : 論文名．書籍名;  編者名，出版社名，
所在地，頁数（始めの頁から終わりの頁），西暦年．の
順に記載する．
　（例 1）　浅野　泰：透析低血圧の病因．Annual Review

腎臓 1998；長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他編，
中外医学社，東京，pp. 148-153，1998．
　（例 2）　Andress DL and Shettad DJ : The osteodystro-

phy of chronic renal failure. Diseases of the Kidney 5th 

ed;  edited by Schrier RW and Gottschalk CW, Little, 

Brown and Co, Boston, pp. 2759-2761, 1993.

②　雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の
時は 3名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．） : 論文名．雑誌名，巻;  頁数（始めの
頁から終わりの頁），西暦年．の順に記載する．
　（例 1）　村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他：宇
都宮市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有
所見者の継続受診率について．日透医誌，11；
180-182，1995．
　（例 2）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int, 47;  231-233, 1995.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌はWorld Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載
する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と
しては認められない．（抄録が学会誌の一部として公
表されている場合は可）
③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日時）の順に記載する．
　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）
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本号でも取り上げられているように，透析患者の高齢化は国民全体の高齢化と併せ，大きな注目
を集めていますが，透析患者の男女比については皆さんいかがお考えでしょうか．日本透析医学会
の統計調査資料によれば維持透析患者では例年男性が多く，2013年末では男/女比は 1.74倍となっ
ています．導入患者における男女比はより著明で，2.07倍と 2倍を超えています．このデータから，
透析患者に女性が少ないのは，女性透析患者の予後が悪いのではなく，透析導入時点の差がそのま
ま（あるいは若干減弱して）継続されていることが推測されます．
透析導入患者，維持透析患者に男性が多いという現象は我が国特有ではなく，広く先進諸国に認
められる現象です．これを詳しく取り上げた最新の DOPPSからの報告（Plos One, 11（10）;  
e1001750, 2014）では，日本と欧米，オセアニアの先進 12カ国の 75歳未満の血液透析患者で検討
すると，一般人口の女性の％は各国で年齢に応じ 50〜60％と女性が多いのに対し，透析患者では
ほぼ 30〜45％で，これら諸国の中で一般人口と透析患者の男女比（女性が少ない）割合は，日本
がトップグループを占めています．さらに，透析導入後の死亡リスクは，日本では男性で女性に比
し約 1.3倍と他国と比べて高く，先に述べたように透析導入後の死亡率で男女比を説明することは
まったく困難です．
それでは末期腎不全にいたる慢性腎臓病（CKD）は女性に比して男性が罹患しやすいのでしょ

うか，あるいは腎不全の進行は女性に比して男性で速いのでしょうか．米国の健康栄養調査
（NHANES）では，eGFR  60 ml/min未満の CKDは女性（7.7％）で男性（5.6％）より多く，CKD 

stage 4あるいは 5に到達する患者も女性で多いとされており，これが透析患者の男女比の原因と
みなすことは難しいようです．残された原因に透析導入基準の相違や，選別が残ります．DOPPS

論文では透析導入時の eGFRは男性で女性より高く，早期に導入されている可能性は否定できませ
ん．しかし，これが男女比の主因とは思えませんし，日本における著しい男女比が透析導入時の選
別（女性の導入を差し控えている）に起因するとはとても考えられません．なぜ導入期から透析患
者は男性が多いのか，いろいろな可能性を検討すべき課題ではないでしょうか．

広報委員　秋 澤 忠 男　
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