
目　　次

巻　 頭　 言
格差社会におけるこれからの医療―透析療法は―
　 日本透析医会常務理事　戸  澤　修  平　  265  

医療制度・医療経済
2016 年度診療報酬改定と透析医療 白鷺病院　山  川　智  之　  267  

診療報酬改定に反映された血液浄化器機能分類の考え方
　 東京女子医科大学臨床工学科　峰  島  三千男　  273  

医療安全対策
2016 年 1 月福岡県下大雪後の断水対応
　 福岡県透析医会/門司港腎クリニック　田  中　秀  欣　    　

 同/百武医院　百  武　宏  幸　    　

 同/聖マリア病院　東  　　治  道　    　

 同/こもたクリニック　菰  田　哲  夫　    　

 同/杉循環器内科病院　杉  　　健  三　　甲斐田  裕  介　　大  塚　　  紹　  277  

実 態 調 査
透析における重炭酸の諸問題 白鷺病院　山  本　忠  司　　山  川　智  之　  285  

臨 床 と 研 究
分子レベルからみた鉄代謝の概念
　 国際医療福祉大学病院消化器内科　高  後　　  裕　　大  竹　孝  明　    　

 元旭川医科大学消化管再生修復医学講座　佐々木  勝  則　  294  

透析患者と虚血性心疾患
　 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科　長  谷　弘  記　　林  　　俊  秀　  300  

透析患者の骨塩量低下に対する有効な治療法はあるか？
　 山東第二医院　惠  　　以  盛　  306  

透析患者のうつ病 埼玉医科大学かわごえクリニックメンタルヘルス科　堀  川　直  史　  313  

常染色体優性多発性嚢胞腎における V2 受容体拮抗薬（トルバプタン）
　 東京女子医科大学多発性嚢胞腎病態研究部門　望  月　俊  雄　　片  岡　浩  史　  319  

先行的腎移植の現況 新潟大学大学院腎泌尿器病態学分野　齋  藤　和  英　  327  

透析患者の末梢動脈疾患の予防と治療
　 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター腎免疫血管内科　大  竹　剛  靖　    　

 小  林　修  三　  335  

慢性腎臓病の運動療法とリハビリテーション
　 東北大学大学院医学系研究科機能医科学講座内部障害学分野　上  月　正  博　  341  

中心血行動態と腎臓―透析医療への応用も含めて―
　 宮城教育大学保健管理センター　橋  本  潤一郎　  349  

THE  JOURNAL  OF  JAPANESE  ASSOCIATION  OF  DIALYSIS  PHYSICIANS

日本透析医会雑誌 Vol. 31　No. 2　　2016



平成 28 年度事業計画および予算
日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
　 日本透析医会専務理事　篠  田　俊  雄　  356  

公募研究助成
qqq25 年度

〈論　文〉

慢性血液透析患者における Helicobacter pylori 除菌療法の PK/PD を考慮した最適化の検討
　 浜松医科大学第一内科　佐  原　　  秀　　安  田  日出男　    　

 同/滋賀医科大学医学部附属病院光学医療診療部　杉  本　光  繁　  382  

〈報告書〉

血液透析患者の運動習慣獲得のためのセルフコントロールに関する研究
　 滋慶医療科学大学院大学　医療管理学研究科　飛  田  伊都子　  388  

血液透析患者に特異的な動脈硬化進展機序はあるか？
　―単球スカベンジャー受容体発現の異常― 

　 東京都立駒込病院腎臓内科　安  藤　　  稔　  391  

qqq26 年度

〈報告書〉

ESI-TOFMS を駆使した透析患者における糖化/酸化ストレス同時測定法の開発と
　治療介入効果の検証 熊本大学薬学部薬剤学分野　丸  山　　  徹　  395  

インスリン抵抗性惹起因子としての尿毒素
　 島根大学医学部内科学講座内科学第一　田  中  小百合　　杉  本　利  嗣　    　

 島根大学医学部臨床検査医学　矢  野　彰  三　  399  

慢性維持透析患者のがん治療標準化に向けた疫学および薬物モニタリングに関する研究
　 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学講座　松  原　　  雄　    　

 近  藤　尚  哉　　柳  田　素  子　    　

 同 腫瘍薬物内科学　船  越　太  郎　　堀  松　高  博　　武  藤　　  学　    　

 同 健康解析学講座　福  原　俊  一　    　

 京都大学医学部付属病院薬剤部　中  川　俊  作　　松  原　和  夫　  402  

Ca による FGF23 調節についての検討
　 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門　溝  渕　正  英　  408  

各支部での特別講演   講演抄録
qqq27 年度

《愛　知》　透析施設における感染症対策―マニュアルからガイドラインへ―
　 武蔵野赤十字病院腎臓内科　安  藤　亮  一　  411  

《宮　城》　腎臓病透析患者のための低カリウム含量野菜の栽培とその応用
　 秋田県立大学生物資源科学部　小  川　敦  史　  413  

《大　阪》　透析医療と医療安全 大阪 A & M 法律事務所　小  島　崇  宏　  416  

《東　京》　透析患者の栄養管理 東京医科大学腎臓内科学分野　菅  野　義  彦　  418  

《京　都》　Onco-Nephrology―透析がん患者の診療実態―
　 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学講座　松  原　　  雄　  420  

透析医のひとりごと
透析治療を回顧しながら考えること 橋本クリニック　櫻  井　健  治　  422  

私とバスキュラーアクセス―動脈表在化のもたらす可能性 とうま内科　當  間　茂  樹　  424  



50 年の透析人生と CAPD との係わり 本町矢吹クリニック　工  藤　健  一　  426  

透析黎明期の開業奮闘記 日高病院　安  藤　義  孝　  428  

メディカル・エッセイ
申年の寺参り 東京女子医科大学名誉教授　杉  野　信  博　  430  

病名告知・小考 札幌北クリニック　大  平　整  爾　  432  

た　 よ　 り
やまがた便り 山形腎不全研究会　政  金　生  人　　伊  東　　  稔　  435  

徳島県透析医会支部だより 徳島県透析医会会長　橋  本　寬  文　  438  

常任理事会だより 日本透析医会常務理事　山  川　智  之　  440  

編集後記 広報委員　坂  井　瑠  実　  450  

学会案内（H 28. 9 月～12 月）　442

本誌 31（1）53-58，2016「2025 年へのカウントダウン―透析医療と診療報酬改定―」について，
サ高住における在宅血液透析に関する日本透析医会の見解　446

投稿規定　447

お知らせ
〈会告〉日本透析医会研修セミナー「透析医療における Current Topics 2016（広島開催）」（H28.11.06）





格差社会におけるこれからの医療 265

はじめに
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分の地震発生に続き，4 月 16 日 1 時 25 分に発生した本震で亡くな

られた多くの方々に哀悼の意を表するとともに，今なお被災地で避難生活をされている多くの方々
に心よりお見舞い申し上げます．

最近の若い人のほうが整理整頓がうまいという話を聞きますが，要するにいらない物はすぐに捨
ててしまい，必要なもの以外は身の回りに置かないで必要になったらまた手に入れればいいと思っ
ているので，すっきりしているということなのだろう．筆者は物を捨てることがなかなかできない
が，これは第二次大戦後の物のなかった時代に育ったことによるのかもしれない．小学校に入学し
た時にクラスに 2 足の靴（靴といっても，今で云うタイヤのチューブのようなゴムでできたゴム靴
だった）が配給になり，くじ引きでもらえる人が決まる．筆者は籤運がなく当たらなかったが，物
がないことを実感させられる経験だった．その時代は食料をはじめ，着る物も十分でなく，何もか
もが不足している時代で，再利用できる物はすべて再利用していた時代であった．そんな思いから
少し穴の開いた靴下とか，蓋の少し壊れかけた食器とか，少し壊れた鞄など，また使う時がくるか
もと思って保管してしまう．

そんな物のない終戦後の混乱の配給時代が落ち着いてくると，互助の精神が国民全体に高まり，
すべての国民が皆で豊かになろうと同じ方向を向いて戦後復興をめざし，物づくり，大量生産の時
代に入った．そのために地方からの集団就職（昭和 29～50 年）が始まり，日本列島改造論なる政
策綱領に踊り，企業戦士と呼ばれたモーレツ社員の登場した時期であり，どこまでもすべての国民
が豊かになっていくものと思っていた．また，医療については旧国保法を 1961 年（昭和 36 年）に
全面改定し，国民健康保険法（新国保法）が施行され国民皆保険制度（社保本人は無料）が導入さ
れて，すべての国民は病気になっても適切な医療が受けられ，国民の健康レベルは上がった．しか
し，バブル期を経て次第に富める者とそうでない者とに分かれはじめ，IT 産業や不動産がヒット
して巨万の富を得た，いわゆるヒルズ族に象徴される富裕層が出現し，日本においても格差社会が
できあがってきた．

平成 26 年の国税庁の民間給与実態統計調査結果によると，全給与所得者に占める年収 300 万円
以下の人口割合は 40.9％ との報告があった．これらの低所得者が医療を受ける場合，現在は医療
費控除や高額医療費制度の利用で医療費の支払いは軽減されている．しかしながら，近年の医学の
目覚ましい進歩により高額な放射線医療の出現，高額な抗腫瘍薬，高額な医療器材の利用で自己負
担額が増加している．さらに平成 28 年 6 月 24 日の保医発で特別な療養環境の提供により患者に妥
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当な範囲の負担を認めることができるようになり，支払い可能な患者には療養環境の選択の機会が
広がった．これは高額な医療費による医療財政の圧迫を軽減させるためとも解釈されるが，一方で
は，良し悪しは別として混合診療の全面解禁の突破口になるようにも思われる．医療の進歩は大歓
迎だが，その恩恵をすべての国民が受けられるような現在の国民皆保険制度の維持が大切であり，
富める者のみの療養環境の向上は，いかなる階層においても平等に医療を受けることができるとし
た国民皆保険制度の崩壊に繋がることが危惧される．

現在の透析療法は医療者側が患者の病態を把握し必要な療法はすべて実行可能であるが，これか
らの高齢透析患者の増加に伴い高齢による合併症患者の増加で，一人あたりの医療費は増大する．
それによる医療財政の圧迫が透析医療の支払い方法の見直しに繋がり，患者に経済的な負担がかか
るようになる可能性が出てくる．仮定の話ではあるが，そのような状態になると，透析患者に対し
て医療者側の対処が変わらざるをえない状況が生まれる．それは医療者にとっても患者にとっても
満足できる医療環境ではない．医療財政難との理由で，2 年ごとの医療費改定の度に透析医療費が
下げられる現状があり，これからさらに起きるであろう透析医療環境の変化を悪環境にしないため
に，我々医会員は透析患者に満足できる医療環境を提供し続ける努力が必要である．
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要　旨

2016 年度診療報酬改定は，実質的改定率はマイナ
ス 1.31％ と厳しいものになった．透析医療において
は，ESA の価格下落を理由に慢性維持透析の技術料
の点数が 20 点引き下げられる一方，下肢の血流障害
の評価と治療を行う体制を構築することを条件に下肢
末梢動脈疾患指導管理加算が新設された（1 月 100

点）．ダイアライザーの区分変更に伴い大幅な価格引
き下げがあり，また透析液も不採算を理由に薬価が引
き上げられた．これらは透析医療機関の経営に影響を
及ぼすと考えられる．

1　2016 年度診療報酬改定の背景と改定の概要

2016 年度診療報酬改定は，診療報酬全体で 0.84％
減（本体 0.49％ 増，薬価および材料価格 1.33％ 減）
という改定率が，表向きにはアナウンスされた．しか
し，今回の改定では公式にアナウンスされた改定と別
枠で，市場拡大再算定による薬価の見直し，薬価が高
く販売額が大きいソバルディ錠，ハーボニー配合錠，
プラビックス錠，アバスチン点滴静注用の 4 品目を対
象にした，年間販売額がきわめて大きい品目に対応す
る市場拡大再算定の特例の実施，新規収載された後発
医薬品の価格の引下げ，長期収載品の引下げ基準の見
直し，大型門前薬局等に対する評価の適正化，経腸栄
養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化，湿布薬
の枚数制限などによって，実質の全体改定率はマイナ

ス 1.31％ となるとされている．これは，消費税増税
との同時改定で，増税によるコスト増への対応分を差
し引くと全体で実質－1.26％ の改定率であった前回平
成 26 年度の診療報酬改定を超える大幅なマイナス改
定となった（図 1）．

今回の診療報酬改定は，以下の四つの基本的視点を
あげた．

①　「地域包括ケアシステム」の推進と，「病床の機
能分化・連携」を含む医療機能の分化・強化・連
携を一層進めること

②　「かかりつけ医等」のさらなる推進など，患者
にとって安心・安全な医療を実現すること

③　重点的な対応が求められる医療分野を充実する
こと

④　効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高
めること

具体的には，視点①の「病床機能分化・連携の促
進」の方針により，急性期病棟においては，特定集中
治療室用の重症度，医療・看護必要度の見直し，総合
入院体制加算要件における重症度，医療・看護必要度
基準，精神科対応条件の導入，一般病棟用の重症度，
医療・看護必要度の見直しおよび厳格化，在宅復帰率
の引き上げなどが行われ，方向性として 7：1 病棟基
準の厳格化が打ち出された．

療養病棟においても，医療区分 2・3 患者受け入れ
の評価や在宅復帰機能強化加算の要件も見直され，全
体として 2014 年診療報酬改定に引き続き入院病棟の

医療制度・医療経済
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白鷺病院

key words：診療報酬改定，要望書，在宅血液透析

The influence over dialysis therapy by the medical fee revision in 2016
Kidney center, Shirasagi Hospital
Tomoyuki Yamakawa



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 2　2016268

機能分化に対する方策が打ち出された．

2　2016 年度診療報酬改定に対する 

　日本透析医会の対応

日本透析医会は，前回平成 26 年度の改定で，多く
の薬剤や医療材料が技術料に包括されている透析診療
に対して，消費税増税によるコスト増への保険点数に
おける補填がきわめて少なく，結果，過大で不公正な
消費税負担が強いられているという問題意識から，透
析医療機関の消費税負担増加の実情に関してアンケー
ト調査を行った．この結果，1 透析あたり平均約 278

円の負担増加があったことが判明した1）．
日本透析医会は，平成 28 年度の診療報酬改定に関

する要望として，2015 年 10 月 29 日に厚生労働省保
険局医療課を訪問，要望書を提出した．要望書の内容
は下記の 6 点である．

①　適切な人工腎臓点数の設定
透析医療における診療報酬で，薬剤，材料の多くが

包括化されていることによる，消費税による実質的な
負担増加も踏まえた，適切な人工腎臓点数の設定を要
望した．

②　特定入院料算定時における特定保険医療材料の
包括からの除外

回復期リハビリテーション病棟入院料および地域包

括ケア病棟入院料の算定時に，本来技術料と一体であ
るべきダイアライザー等の特定保険医療材料が包括と
みなされている現状を踏まえ，現在，中医協で検討さ
れている短期滞在手術入院料算定時の取り扱いも含め，
これらの包括からの除外を要望した．

③　有床診療所の療養病床での慢性維持透析加算の
算定可能化

平成 26 年改定で特定除外制度の廃止による透析患
者の受け皿確保のため，療養病棟入院基本料 1 に慢性
維持透析加算が新設された．しかし，有床診療所の医
療療養病床ではこの加算が算定できない状況にあり，
特に地方での通院困難透析患者の受け皿になっている
有床診療所における療養病床での慢性維持透析加算が
可能になることを要望した．

④　人工腎臓の 1 月の請求回数制限の 16 回までの
緩和

前回，前々回に引き続き，人工腎臓 1 月の請求回数
制限を，現行の 14 回から 16 回に緩和することを，特
に心不全患者に対する必要性を強調し要望した．なお，
この要望は前回同様，日本透析医学会の要望と足並み
を揃えたものとなった．

⑤　障害加算の見直し
HBV，HCV，HIV などの感染症透析患者に対する

障害加算の適応拡大を要望した．

図 1　最近の診療報酬改定率の推移
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⑥　腹膜透析患者への血液透析実施時の施設限定の
撤廃

平成 26 年度改定で腹膜透析管理施設でなければ血
液透析の手技料算定が不可になったが，現状で大きな
治療の妨げになっていることを踏まえ，改定以前に戻
す事を要望した．

要望書の内容と別に，通院困難な透析患者がサービ
ス付き高齢者住宅などのいわゆる高齢者住宅に入居し
た状態で，特に患者が訓練を受けることなく，透析施
設のスタッフが出向いて穿刺等を行う，いわゆる「非
自己管理型在宅血液透析」を行う医療機関が増えてい
る現状がある．このことについて，透析を専門とする
医師の立場からは安全性と治療の責任の所在に大きな
問題があることを訴え，行政の対応を求めた．この件
については別途解説する．

結果としては，人工腎臓の保険点数については，出
来高の技術料については変更がなかったものの，包括
化されているエリスロポエチン等の実勢価格が下がっ
ていることを理由に，薬剤等が包括化された技術料に
ついては一律 20 点のマイナスとなった．一方で，透
析患者の重症化予防の見地から月 100 点の「下肢末梢
動脈疾患指導管理加算」が新設された．また医会から
要望していた，これまで請求できなかった地域包括ケ

ア病棟，回復期リハビリテーション病棟におけるダイ
アライザーの算定が可能になった．

3　透析に関する改定内容

3-1　慢性維持透析の点数引き下げ

慢性維持透析の点数にはエリスロポエチン製剤など
の ESA（赤血球造血刺激因子製剤）が包括されている
が，エリスロポエチン等の実勢価格が下がっているこ
ととして，ESA が包括化された人工腎臓 1（慢性維持
透析）および人工腎臓 2（慢性維持透析濾過（複雑な
もの）＝オンライン HDF）については，透析時間にか
かわらず一律 1 回あたり 20 点のマイナスになった．

ただし ESA 製剤の薬価が下がっている一方で，粉
末型透析液製剤の多く（キンダリー，カーボスター，
リンパック，キドライム）は不採算品であるというメ
ーカーの要望が通り 13.8～20.0％ の薬価増となってい
る．これについては，透析液が包括された技術料には
反映されていないと思われ，納入価の上昇がそのまま
施設の負担となる．ボトル HDF など包括でない出来
高の人工腎臓技術料や透析液水質確保加算については
変更はなかった（表 1）．

3-2　下肢末梢動脈疾患指導管理加算

重症化予防推進の見地から，慢性維持透析患者の下

表 1　人工腎臓等の診療報酬点数

旧点数†3 新点数†3 増減

人工腎臓技術料（1 日につき）

慢性維持透析の場合†1

4 時間未満 2,030 2,010 －20

4 時間以上
5 時間未満

2,195 2,175 －20

5 時間以上 2,330 2,310 －20

慢性維持透析濾過（複雑なもの） 2245 2,225 －20

その他の場合 1,580 1,580 ±0

透析液水質確保加算（1 日につき）
1 8 8 ±0

2 20 20 ±0

夜間・休日加算（1 日につき） 300 300 ±0

障害者加算（1 日につき） 120 120 ±0

導入期加算（導入後 1 月まで・1 日につき） 300 300 ±0

下肢末梢動脈疾患指導管理加算（1 月につき） ― 100 新設

慢性維持透析患者外来医学管理料（1 月につき） 2,250 2,250 ±0

慢性維持透析管理加算（入院 1 日につき）†2 ― 100 ±0

†1　透析液，抗凝固薬，生理食塩液および ESA（赤血球造血刺激剤）を含む．
†2　療養病棟入院基本料 1 を届け出，人工腎臓，持続緩徐式血液濾過，腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている患者につ

いて算定．
†3 　単位（点＝10 円）
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肢末梢動脈疾病について，下肢の血流障害を適切に評
価し，他の保険医療機関と連携して早期に治療を行う
ことを評価する人工腎臓の技術料の加算として「下肢
末梢動脈疾患指導管理加算」が新設された．これは施
設基準によって算定可能なもので，条件は以下となっ
ている．

①　日本透析医学会が 2011 年に出した「血液透析
患者における心血管合併症の評価と治療に関する
ガイドライン」2）等に基づき，下肢動脈の触診や
下垂試験・挙上試験等を実施したうえで，下肢末
梢動脈の虚血性病変が疑われる場合には，足関節
上腕血圧比（ABI）検査，または皮膚組織灌流圧

（SPP）検査によるリスク評価を行っていること．
②　ABI 検査 0.7 以下または SPP 検査 40 mmHg 以

下の患者については，専門的な治療体制を有して
いる保険医療機関へ紹介を行うこと．

③　当該保険医療機関が専門的な治療体制を有して
いる保険医療機関の要件を満たしている場合は，
当該保険医療機関内の専門科と連携を行っている
こと．

④　②および③における専門的な治療体制を有して
いる医療機関とは，ⓐ循環器科，ⓑ胸部外科また
は血管外科，ⓒ整形外科，皮膚科または形成外科，
のⓐ～ⓒまでのすべての診療科を標榜している病
院とする．

点数は 1 月に 100 点で，対象は慢性維持透析を実施
している患者全員となるので，今回の技術料本体の引
き下げ点数 1 回 20 点の 5 回分となり，かなり大きい
ものになる．合併症予防の見地から患者の QOL を考
慮した加算点数で，これまでになかった新たな方向性
と言える．

3-3　短期滞在手術基本料の見直し

在院日数が短く，出来高実績点数のばらつきが少な
いため，経皮的シャント拡張術・血栓除去術（PTA）
が新たに短期滞在手術等基本料 3 の対象となった．対
象患者は入院 5 日までに PTA を施行した患者となる．
原則，入院中のすべての医療行為が包括されるが，今
回，人工腎臓の技術料と ESA 製剤については，包括の
対象外となり出来高請求ができるようになった．点数

表 2　ダイアライザー等の価格

種　類 旧区分 新区分 膜面積 旧価格
a b

新価格 新旧価格差 新価格 新旧価格差

ダイアライザー

I・II 型

I 型

1.5 m2 未満

1,610

1,590

－20

1,610

±0

III 型 1,510 ＋80 ＋100

IV 型 1,750 －160 －140

I・II 型

1.5 m2 以上

1,690

1,530

－160

1,650

－40

III 型 1,550 －20 ＋100

IV 型
1.5 m2 以上
2.0 m2 未満

1,740 －210 －90

2.0 m2 以上 1,770 －240 －120

V 型 II 型

1.5 m2 未満 1,830 1,600 －230 1,600 －230

1.5 m2 以上
1.5 m2 以上
2.0 m2 未満

1,750
1,670

－80
1,740

－10

2.0 m2 以上 1,830 －160 －90

旧区分 新区分 膜面積 旧価格 新価格 新旧価格差

S 型
1.5 m2 未満 1,660 （新規）

1.5 m2 以上 1,660 （新規）

特定積層型 5,870 5,780 －90

HDF 用フィルター 2,860 2,810 －50

HF 用フィルター 4,630 4,630 ±0

BMG 吸着型血液浄化器 22,600 22,400 －200
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は病棟の種別にかかわらず入院あたり 37,588 点であ
る．なお，PTA 技術料が 3 カ月に 1 回のみ請求できる
ルールはここでも適応され，PTA 実施後 3 カ月以内
に入院して同手術を再度実施した場合，PTA の技術
料と短期滞在手術等基本料 3 については算定できない．

3-4　ダイアライザーの区分変更と償還価格の見直し

今回の改定で，これまで b2 マイクログロブリン
（BMG）のクリアランスで 5 段階に分けられていた

HD 用のダイアライザー区分が，2013 年に日本透析医
学会が策定した「血液浄化器（中空糸型）の機能分類
2013」3）に基づいて，再分類されることになった．

具体的には BMG クリアランス 70 ml/分未満が I 型
（これまでの I～IV 型相当），70 ml/分以上が II 型（こ
れまでの V 型相当）になった．これとは別に，①生
体適合性に優れる，②吸着によって溶質除去できる，
③抗炎症性，抗酸化性を有するなど，特徴のある透析
膜を S 型として定義，PMMA 膜，EVAL 膜が分類さ
れることになった．さらに I 型，II 型については蛋白
非透過/低透過型の a 型と蛋白透過型の b 型に細分類
し，アルブミンふるい係数 0.03 未満を a 型，0.03 以
上を b 型と定義し，S 型とあわせ計 5 区分となった．

償還価格は膜面積 1.5 m2 未満と以上でさらに分類
され，特定積層と併せ HD 用のダイアラーザーの点数
は 11 種類となった．表 2 に示すように，現在多くの
透析施設で使われている旧 IV 型，旧 V 型に比較する
と，最大で 240 円という大幅な引き下げとなった．

3-5　障害者加算

平成 27 年から難病患者に対する法律が変わり医療
費助成の対象となる疾患が拡大したのにあわせ，これ
まで著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った
場合に，人工腎臓技術料の加算点数として算定可能で
あったいわゆる障害者加算が，難病の患者に対する医
療等に関する法律に規定する指定難病についても算定
可能になった．ただし，腎疾患により受給者証を発行
されているものを除く，とされており，IgA 腎症，多
発性囊胞腎，非典型溶血性尿毒症症候群，一次性ネフ
ローゼ症候群，一次性膜性増殖性糸球体腎炎，紫斑病
性腎炎および先天性腎性尿崩症で難病指定を受けた患
者については，指定難病を理由に障害者加算は算定で
きない．

3-6　在宅血液透析指導管理料の算定要件

2010 年の診療報酬改定では，日本透析医会の要望
もあり，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」を作成した．
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．つまり患者の自己管
理と自己責任の所在が前提になっている．

ところが 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．この高齢者住宅等における通院困難
患者の HHD は特に安全性の確保という意味で大きな
問題があり，日本透析医会ではこの HHD を非自己管
理型在宅血液透析と定義し，厚生労働省の担当者にこ
の治療の問題点を説明，少なくとも既存のマニュアル
で定義されるものとは別扱いにするべきものであるこ
とを訴えた．その結果，今回の改定では，在宅血液透
析指導管理料の算定条件として，「関係学会のガイド
ラインに基づいて患者及び介助者が医療機関において
十分な教育を受け，文書において在宅血液透析に係る
説明及び同意を受けた上で，在宅血液透析が実施され
ていること．また，当該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」と明記された．
これにより，在宅血液透析管理マニュアルに基づき，
十分な教育訓練を行った患者のみが指導料を算定でき
ることが明確化された．

3-7　その他

在宅腹膜透析，在宅血液透析などの在宅医療を行う
患者に対して，退院後 1 カ月間に入院していた施設か
ら行う訪問指導について，訪問看護ステーションでな
くても退院後訪問指導料として 1 日につき 580 点が算
定できるようになった．退院後 1 カ月に限り 5 回を限
度として算定できる．シャント手術，PTA などのア
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クセス関連の手術については今回手術点数の変更はな
かった．

4　おわりに

今回の改定は，全体の診療報酬が大きく引き下げら
れるなかで，透析の診療報酬については，下肢末梢動
脈疾患指導管理加算の新設もあり，診療報酬の引き下
げ自体は例年と比べ大きなものではなかった．一方，
ダイアライザーの区分変更に伴う価格引き下げ，透析
液の薬価上昇は，透析医療機関の経営に大きな影響を
与えると考えられる．

2019 年 10 月に消費税の 10％ への引き上げは延期
になったが，増税の際には前回の増税同様，透析施設
に大きな影響を及ぼすことも想定される．日本透析医

会としては，施設の現状を踏まえ当局にも訴えていく
所存である．今後，医会より会員施設にデータ提供を
お願いするケースもあると思われ，そのさいには会員
のご協力を是非ともお願いしたい．
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425．
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要　旨

平成 28 年度診療報酬改定時の血液透析器機能分類
に日本透析医学会が提唱した「機能分類 2013」が採
用された．中空糸型血液透析器では b2 ミクログロブ
リンのクリアランス値 70 mL/min を境界値とした I 型，
II 型を，さらに蛋白非透過/低透過型（a 型）と蛋白
透過型（b 型）に細分類している．また今回 S 型が新
設されたが，①生体適合性に優れる，②吸着によって
溶質除去できる，③抗炎症性や抗酸化性を有するなど
の特別な機能をもつものと定義されている．

1　はじめに

平成 28 年度診療報酬改定に伴い，人工腎臓用特定
保険医療材料の一部が改定された．その中身は，一般
社団法人日本透析医学会（以下，JSDT）が 2013 年に
提唱した「機能分類（中空糸型）2013」1）に従ってい
る．特に，中空糸型血液透析器に S 型（特別な機能
をもつもの）が新設されたが，それを含めた機能分類
2013 の概要についてここでは説明する．

2　血液浄化器の機能分類のいままでの経緯

個々の患者に対し，適正な治療法や血液浄化器が選
択されることを目的として JSDT は血液浄化器の機能
分類を呈示してきた．最初の機能分類は 1996 年2）に策
定され，その考え方が直ぐに診療報酬にも反映された．
1998 年には，同年に行われた血液透析濾過（hemodia-

filtration;  HDF）の保険収載に呼応するため，機能分
類も 1 回目の改定がなされた3）．やがて内部濾過促進
型ダイアライザが台頭してきた 2005 年に再度改定さ
れた4）が，この時から診療報酬上の機能区分との間に
齟齬が生じた．その後，生体適合性など溶質除去性能
以外の機能に特徴を有する血液浄化器への配慮や，
2012 年の診療報酬の改定で汎用化の道が拓けたオン
ライン HDF を反映した性能基準に改めるべく「機能
分類（中空糸型）2013」1）が策定された．この機能分
類の考え方が今回の診療報酬の改定に結び付いた．

3　機能分類（中空糸型）2013

JSDT 血液浄化器（中空糸型）の機能分類 2013 を
表 1 に示す1）．

①　治療法
血液透析（HD），血液透析濾過（HDF），血液濾過

（HF）の 3 種を対象とし，それぞれの治療に対応した
血液浄化器の分類を基本としている．ただし，いわゆ
る特定積層型の血液浄化器はここには含まれていない．

②　血液透析器
従来からの溶質除去性能にもとづく 2 分類（I 型，

II 型）に加え S 型が新設された．また，いずれの血液
透析器も I 型/II 型/S 型のどれか一つの型に属さなけ
ればならないとされている．

I 型，II 型血液透析器に関しては，b2 ミクログロブ

医療制度・医療経済
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リン（以下，b2-MG）のクリアランス値 70 mL/min を
境界値とし，さらに蛋白非透過/低透過型（a 型）と
蛋白透過型（b 型）に細分類している．a 型と b 型の
境界値としてはアルブミンふるい係数（SC）の値で
0.03 としている．これらの数値の設定は，実際の臨床
における血液透析器の使い分けを考慮したことによる．

従来，除去対象溶質とアルブミンとの分離を目標と
したシャープな分画分離特性を有する透析膜が開発目
標となっていたが，今日では，アルブミン近傍もしく
はアルブミンに吸着した尿毒素を除去することによっ
て，一部の患者で病態が改善するとの考え方に基づい
て処方することの重要性が認識されてきたことによる．
すなわち，今回の機能分類では，患者によってシャー
プな分画とブロードな分画の血液透析器を使い分ける

必要性があるとの見地に立っている．
アルブミンの見かけの SC の測定にさいし，JSDT

が機能分類の前年に策定された JSDT「血液浄化器の
性能評価法 2012」5）に則った方法で評価することとし
ている．これは，実際の診療報酬上の血液浄化器の機
能区分にあたっては，現在，製造業者の団体である一
般社団法人メディカルテクノロジー協会（MT-Japan）
機能分類審査会において，牛血系評価の値を基に審議
している現状に配慮したものと言える．さらにアルブ
ミンの SC としては，今回 BCG 法で 0.03 を境界値と
して採用している．BCG 法は比濁法に比べ，グロブ
リン分画の一部も検出し高めの値になりやすい欠点を
有するが，各社共通で評価可能なことを重視したため，
同法の採用に至っている．この方法によって測定され

表 1　血液浄化器（中空糸型）の機能分類 2013

治療法 HD HDF HF

血液浄化器

血液透析器1） 血液透析濾過器2） 血液濾過器

I 型 II 型 S 型

（後希釈用） （前希釈用）I-a 型（蛋 白
非 透 過/低
透過型）

I-b 型（蛋白
透過型）

II - a 型（ 蛋
白非透過/
低透過型）

II - b 型（蛋
白透過型）

（特 別 な 機
能をもつも
の）

測
定
条
件

膜面積 A（m2） 1.5 2.0 2.0 

血流量 QB（mL/min） 200±4 250±5 250±5 250±5
　希釈後 QB（ｍ L/min） 490±10
透析液流量 QD（mL/min） 500±15 500±15 600±18
　流入 QD（mL/min） 360±11
濾液流量 QF/補充液流量
QS（mL/min）

15±1
（10±1mL/min/m2）

60±2
（30±1mL/min/m2）

240±4
（120±2mL/min/m2）

60±2
（30±1mL/min/m2）

性
能
基
準
＊
１

尿素クリアランス
（mL/min）

125≦ 185≦ 125≦ 200≦ 180＊2≦ 55≦

b2-MG クリアランス
（mL/min）

＜70 70≦ 　0≦ 70≦ 70＊2≦ 35≦

アルブミンふるい係数 SC ＜0.03 0.03≦ ＜0.03 0.03≦

透析液または補充液水質基準 超純粋透析液水質基準 濾過型人工腎臓用補充液またはオンライ
ン透析液水質基準

濾過型人工腎臓用補
充液またはオンライ
ン透析液水質基準

特徴＊3 小分子から
中分子（含
む b2-MG）
溶質の除去
を主目的と
する．

小分子から
大分子まで
ブロードな
溶質の除去
を主目的と
する．

小分子から
中分子（含
む b2-MG）
溶質の積極
的除去を主
目的とする．

大分子（含
む a1-MG）
溶質の除去
を主目的と
する．

特 別 な 機
能＊4：生体
適合性に優
れる，吸着
によって溶
質除去でき
る，抗炎症
性，抗酸化
性を有する，
など．

拡散と濾過を積極的に利用し，小分子か
ら大分子まで広範囲にわたる溶質の除去
を目的とする＊5．

濾過を積極的に利用
し，中・大分子溶質
の除去を主目的とす
る．

1）　それぞれの血液透析器は I 型/II 型/S 型のいずれか 1 つの型として使用されなければならない．
2）　それぞれの血液透析濾過器は，後希釈用もしくは前希釈用のどちらかの性能基準を満たさなければならない．基準を満たしたものは，膜を介して濾

過・補充を断続的に行う「間歇補充用」にも使用可能である．
＊1　性能基準値については，表中膜面積の値とする．他の膜面積では勘案して読み替えるものとする（その際，測定条件も適宜変更する）．
＊2　希釈補正後の値
＊3　特徴については，あくまでも 1 つの目安を示すもので厳格に分類されるものではない．
＊4　特別な機能については，別途それぞれ評価するものとする．
＊5　内部濾過促進型は含めない（血液透析器に含める）．
治療あたりのアルブミン喪失量の設定は，低アルブミン血症をきたさぬよう十分配慮すべきである．
文献 1 より引用．
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た市販血液透析器のアルブミン SC 値の分布をもとに，
実際の臨床での使用状況を勘案して境界値（0.03）を
定めている．

S 型は特別な機能をもつ血液浄化器を指す．特別な
機能としては，①生体適合性に優れる，②吸着によっ
て溶質除去できる，③抗炎症性や抗酸化性を有するな
どと定義されている．すなわち従来の溶質除去能（限
外濾過率，尿素や b2-MG のクリアランス）だけでは
その特徴を表現しきれない血液透析器を指す．本機能
分類策定時点では EVAL®（ethylene vinylalcohol）膜
と PMMA（polymethylmethacrylate）膜血液透析器が
S 型に分類されている．

EVAL® は元来構造水を持つことから PVP（polyvi-

nylpyrrolidone）などの親水化材を必要としない．そ
のため血漿蛋白の吸着が少ない性質を有する6, 7）．こ
れにより透析中の経皮酸素分圧（TcPO2

）の変化が小
さく，患者の微小循環に及ぼす影響が少ないなどの特
徴をもつ8）．血小板の活性化9）や好中球の活性化によ
る活性酸素種（ROS）産生が少ない10）などの報告もあ
り，生体適合性に優れた特徴を有する．

PMMA はほぼ均一な対称構造を有する．したがっ
て，膜抵抗は非対称膜に比べやや大きいが，同時に大
きな細孔をもち，アルブミン近くの大分子溶質の除去
に優れたブロードタイプの分画特性をもつ11）．さらに
b2-MG をはじめとする蛋白吸着特性をもつ12）．これら
の特性により，瘙痒症の改善や高齢透析患者の体重維
持に有効などの報告がある13～15）．

今後新たに開発される血液透析器についてはそのつ
ど審議することになっている．もし S 型として新たに
血液透析器が開発された場合，MT-Japan 機能分類審
査会だけではその可否を判断できないため，JSDT 学
術小委員会へその妥当性を諮問する流れとなっている．

③　血液透析濾過器
単一の分類となっているが，表 1 の後希釈用もしく

は前希釈用のどちらかの性能基準を満たさなければな
らないとしている．このどちらかの基準を満たした血
液透析濾過器であればどちらの希釈法に用いてもよく，
また清浄化された透析液を断続的に補充する後述の間
歇補充（I-HDF）用にも使用可能とされている．

従来，後希釈法オフライン HDF が主流であった本
邦の HDF 療法は，2012 年診療報酬の改定以降，大量

液置換の前希釈法オンライン HDF が拡大しつつある．
「JSDT 機能分類 2013」では「血液浄化器の性能評

価法 2012」5）に則った性能評価基準が血液透析濾過器
にも適用されている．しかし血液透析濾過器の性能は
後希釈用，前希釈用として明確に区分することは困難
であり，多様な性能をもつ血液透析濾過器を，個々の
患者の病態に合わせて使い分けることの重要性からこ
こでは単一の分類としている．

清浄化された透析液を間歇的に補充する間歇補充型
HDF（I-HDF）16, 17）が診療報酬上のオンライン HDF の
一部として認められている．I-HDF は末梢循環改善，
plasma refilling 促進，膜性能の経時減少抑制などを目
的に開発された治療である．I-HDF の補充パターンと
しては種々のパターンが考えられるが，1 回 200 mL

の清浄化透析液を 150 mL/min の流量で 30 分ごと計
7 回間歇補充する方法が標準的である．したがって，
わずか 1.4 L（＝200 mL×7 回）程度の液置換のオン
ライン HDF と見なすことができる．20 年ほど前に頻
用されたプッシュプル HDF18）も同様な HDF と見な
せるが，現在診療報酬上のオンライン HDF（複雑な
もの）は，認可された血液透析濾過器と専用の多用途
透析装置の使用，オンライン透析液水質基準の 3 条件
を満たさなければならない．多用途透析装置に外付け
のプッシュプル機構を有するデバイスを組み合わせた
治療はオンライン HDF（複雑なもの）としては請求
できない．一方，I-HDF は上記 3 条件を満たせさえす
ればオンライン HDF として施行可能である．I-HDF

には逆濾過透析液を利用するタイプ，オンライン補充
液（急速補液モード）を利用するものがあるが，理論
的にはどちらもオンライン HDF（複雑なもの）とし
て適用可能と考えられる．

④　血液濾過器
単一の分類とされている．

⑤　性能基準値の読み替え
元来，血液浄化器の性能は膜面積によって異なる．

表 1 の基準値は，表中の記載された膜面積をもつ浄化
器の値とし，他の膜面積の浄化器では勘案して読み替
えるものとしている．
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⑥　アルブミン喪失量
低アルブミン血症をきたさぬよう 1 回の治療あたり

のアルブミン喪失量を設定すべきと記している．

4　おわりに

平成 28 年の診療報酬改定に実質的に適用された，
一般社団法人日本透析医学会が提唱した「機能分類
2013」について詳述した．たとえ利用率が少なくても，
一部の患者の病態に対し医学的価値がある血液浄化器
は，機能分類に含めるべきであるとの考え方に基づい
ている．一方，血液浄化器や治療技術は時代とともに
改良が進んでおり，現状に対応した機能分類の見直し
が定期的に必要である．
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要　旨

平成 28 年 1 月 25 日，九州では過去にない大雪に見
舞われた．大雪の経験不足とインフラが整っていない
ことから，積雪による被害のみならず，宅内水道管の
凍結漏水の多発に引き続き，地域断水・給水制限に至
った．福岡県透析医会は，断水開始，新たな断水の可
能性の情報が集まるにつれ，同時多数の透析患者の移
動に迫られるかと懸念したが，幸い，自衛隊の給水支
援，医療機関を考慮した計画断水・給水制限等の復旧
努力のおかげで，小規模の他施設依頼透析等で対応で
きた．

今回の福岡県大雪における当会の対応，県下会員施
設へ与えた被害状況と今後の改善案を検討したので報
告する．

はじめに

九州は温暖な気候である．地球温暖化の影響であろ
うか，地元北九州市では，最近 20 年間の積雪は少なく，
雪だるま，雪合戦は本の中という子供も少なくない．
台風の備えはできるが大雪となると経験が乏しく，ち
なみに，福岡県防災ホームページ災害への備えサイト
に大雪に関する情報掲載はない．

1　福岡県の気象および被害状況

1-1　気象状況

福岡管区気象台の報告によると，1 月 23 日から 25

日にかけて強い冬型の気圧配置となり，九州北部地方
の約 1,500 メートル上空には氷点下 15 度以下の寒気
が流れ込んだ．このため，海上を中心に北西の風が非
常に強くなるとともに，24 日から 25 日にかけて各地
で日中気温が氷点下となり大雪となった．長崎市で 17 

cm の観測史上 1 位の積雪，奄美大島の名瀬で 115 年
ぶりに降雪を観測した．

福岡県下では，日最低気温の観測史上 1 位（通年）
を更新した観測地点は 8 市町村あり，このうち 7 市町
村がその後断水になった．

1-2　大雪と被害の一般的状況

寒波到来の備えを知らせる事前の警報報道は多数あ
った．1 月 22 日の福岡県防災ホームページ災害緊急
情報サイト “暴風雪及び大雪への対応について” で，
県民に外出・屋外作業の自粛と情報収集を呼びかけた．
テレビ等で水道管凍結の注意も報道されていた．

内閣府のまとめ‡1）を参考にすると，全国の人的・
物的被害状況は，重症者 22 名（福岡 7 名），軽傷 246

名（福岡 204 名）であった．断水状況は，全国で最大
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約 53 万 4 千戸であったが西日本に偏り，九州全県で
約 38 万 3 千戸（全国の 71.7％），福岡県は 22 万 808

戸（全国の 41.3％，その内大牟田市が 5 万 4 千戸）で
あった．

1-3　福岡県の断水と自衛隊による給水支援の状況

福岡県は，23 日からの寒波の影響により，水道管
の凍結による漏水などが発生し，県内各地で断水が発
生していることを受け，26 日 2 時に福岡県災害警戒
本部および地方本部を設置し，4 時に県災害対策本部
および地方本部を設置した‡2）．同日 4 時 30 分に大牟
田市からの要請を受け，自衛隊に対し災害派遣の要請
を行い，5 時 10 分に桂川町からの要請を受け，自衛
隊に対し災害派遣の要請を行った‡2）．その後の自衛
隊の災害派遣市町村数と他の断水市町村数の経過を表

1 に示す‡2, 3）．
26 日は，大牟田市の全市断水（54,000 世帯）・自衛

隊派遣要請に続き，筑紫野市一部の計画断水（19,000

世帯）が加わり，断水市町村数は 21 市町村（約 13 万
世帯）に達したが，27 日午前には 6 市町村が復旧した．
しかし，同日午後に大野城市一部の計画断水（14,385

世帯），太宰府市全域の計画断水（25,000 世帯）が加
わった．当会では同時多数の透析患者の移動に迫られ
るかと懸念したが，断水は 28 日以降各市復旧し，30

日中に全市復旧した．この間の自衛隊による給水活動
で，水トレーラ延べ 109 両および水タンク車延べ 74

両が派遣された‡3）．
われわれは大牟田市，福岡市，北九州市の水道部門

へインタビューを実施した．漏水原因は給水管（配水
管から分岐して各家庭など需要者に送る水道管）の破
損漏水であった．3 市とも配水管（配水場から給水区
域まで送る水道管）の破損はなかった．給水管破損の
原因は凍結が主であり，破損管は多くが屋外露出設置

であり，保温チューブ劣化，流水などの防寒対策不十
分，一部は設置 20 年以上の古い鋼管（一般に使用さ
れている塩ビ管と異なり凍結による容量増大の耐性が
低い）であった．給水管漏水の多発による配水池の水
位の低下により，大規模な断水になる地域があった．

2　福岡県透析医会の運営と情報伝達システム

2-1　運　営

福岡県下の行政は，福岡市，北九州市の政令指定都
市とその他の郡市町村で構成されている．当会は，行
政区分に合わせて，県下を四つの地域ブロックに分け

（福岡，北九州，筑豊，筑後），役員構成は会長 1 名，
各ブロック担当副会長 1 名，各ブロック選出理事数名
としている．理事は各種の委員会に所属し，災害対策
委員会は委員長 1 名（副会長兼任），副委員長 2 名，
各ブロッ 1 名の委員が所属している．定例の総会，理
事会を開催し，委員会は随時活動している．臨時の理
事会審議は，理事会メーリングリストによる持ち回り
理事会で検討している．

2-2　情報伝達システム

会員の情報は，事務局が管理する住所録と，日本透
析医会情報ネットワークの個人情報登録機能で管理し
ている．

情報伝達には，日本透析医会情報ネットワーク機能
を次のように活用している．

①　一般への情報公開は，HP トップの “お知らせ”

サイトへ掲載する．
②　ML（メーリングリスト）機能を用いて，全会

員への配信 ML-ALL，各ブロック別会員配信 ML，
理事会 ML-fkhdriji，災害対策委員 ML-SAIGAI，
災害時会員および会員施設配信 ML-SAIGAI-ALL，
災害対策本部連絡先 ML-SAIGAIOfficer，福岡県

表 1　県内の断水状況および自衛隊給水支援の経過

1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 1 月 30 日 1 月 31 日 最大数

自衛隊の災害派遣市町村数 12 13 10  7 5 0 13
自衛隊活動中市町村数 12 13  8  2 0 0
断水世帯数 118,779  69,249 29,889 19,597 540 0 137,922

その他断水市町村数  9  9  4  2 0 0 11
断水世帯数  11,027  40,407 26,158  1,040 0 0  59,932

総断水市町数（最大値） 21 22 14  9 5 0 24
総断水世帯数（最大値） 129,806 109,656 56,047 20,637 540 0 197,854
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透析製品災害時供給連絡会（災害時に活動する福
岡県透析関連業者の連絡ネットワーク）との連携
ML-friends を作成している．

③　会員利用の “専用掲示板” サイト．
④　会員アンケート配信集計に “回覧板” サイトを

利用している．

2-3　災害発生時の体制

災害発生時の初動は，災害対策委員長，会長，副会
長，または災害対策委員が自主判断で ML-ALL を配
信し，支援依頼を各ブロック副会長が受け付けること
を通知する．

次に，被災状況に応じて，被災地域の副会長が災害
対策本部を設置し，ML-ALL で通知する．災害対策本
部への連絡は，電話連絡と本部専用メールアドレス
ML-SAIGAIOfficer で受付け，受信メールは会長，副
会長および災害対策委員に配信される．福岡県透析製
品災害時供給連絡会へ，ML-friends で通知する（同会
対策本部設置連絡を受ける）．同時に，全会員へ災害
時情報送信督促メールを配信する．その後は，災害対
策本部，災害対策委員長，会長を中心に情報を共有し，
適宜対応する．

透析患者被災施設および依頼透析受入施設の通知が
必要と判断したときは，災害対策委員長（または会長，
副会長）が「福岡県庁　防災メール・まもるくん」の
透析メール‡4）を配信し，登録者およびマスコミへ通
知することができる．

3　24 日以降の経過と福岡県透析医会の対応

［24 日　大雪日］
特に連絡なし．災害対策委員長と会長電話連絡．会

員施設がトラブル発生時に近隣施設の協力等で対応で
きている場合は，当会は情報収集のみ行うと確認．

［25 日　大雪被害の報道相次ぐ］
10：45　福岡ブロックから ML 連絡 “水道管凍結など

で透析に支障発生”．同ブロック副会長が，ML-

FUKUOKA で同ブロック会員へ被災報告を依頼．
11：56　災害対策委員長が，全会員へ ML-ALL 発信，

HP 一般閲覧サイト “お知らせ” に掲載，「自施設
での透析が困難で，近隣施設へ透析を依頼される
ケースがでています．原則，依頼透析は，各施設

会員でご対応いただきますようお願いいたします．
その受け入れ先が見つからない場合は，各ブロッ
ク担当副会長までご連絡ください」．

16：51　福岡ブロックから ML 連絡 “他施設依頼透析
3 件，給水車要請 1 件”．

［26 日　各地で水道管凍結漏水多発，断水発生］
朝，筑後ブロックから，大牟田市全市給水停止の連

絡あり．筑後ブロック東副会長，災害対策委員長，百
武会長とで電話連絡，“大牟田市の給水に関しては，
市行政と太宰府市医師会が対応中，当会顧問杉健三先
生が大牟田市医師会長を務めておられ，陣頭指揮をと
られている．”
12：40　災害対策委員長が全会員へ ML-ALL で災害

対策本部設置を通知，HP 一般閲覧サイト “お知
らせ” にも掲載．「災害対策本部長は筑後ブロッ
ク東治道副会長，連絡先は災害対策本部連絡先
ML-SAIGAI」と指示．

12：40　災害対策委員長が，福岡県透析製品災害時供
給連絡会へ ML-friends で災害対策本部設置を通
知．

12：58　災害対策委員長が，筑後ブロック会員へ，
ML-CHIKUGO で通知後，災害時情報送信督促メ
ールを配信．

13：08　災害対策委員長が，日本透析医会災害時透析
医療対策委員会災害時情報ネットワークへ，災害
対策本部の設置，災害情報提供督促メール配信，
大牟田市全市給水停止状態等現状を報告．

13：34　福岡県透析製品災害時供給連絡会から災害対
策本部設置の連絡を受ける．災害対策委員長から，
同会へ「断水復旧時の注意点案」作成と「寒冷地
方の寒冷対策情報入手」を依頼．

14：12　災害対策本部へ NHK から電話取材（昼のニ
ュースで大牟田市計画断水地区杉病院紹介）．

16：08　災害対策本部より災害対策委員長へ “大牟田
市内 1 施設以外は給水できている．”

［27 日　新たな断水地区発生］
12：00　福岡県透析製品災害時供給連絡会間で「断水

復旧時の注意点」を配布．
12：58　福岡ブロックから ML 連絡 “福岡市内被災 4

施設復旧するが，筑紫野市と大野城市で時間的断
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水実施のため，給水時間帯に受水槽に給水中．大
規模他施設透析の可能性を示唆”．

14：38　災害対策委員長が，現況確認のため，全会員
へ ML-ALL で通知したのち，災害時情報送信督
促メールを配信，ML-ALL で「断水復旧時の注意
点」を配布．

　　　災害対策本部状況把握：全ブロックで他施設依
頼透析の相談なし．（筑後ブロック）大牟田市透
析施設への給水は制限ありながらも透析可能な状
況．（福岡ブロック）被災施設の透析復旧のめど
がつく．筑紫野市，太宰府市で時間的給水制限中．

（北九州ブロック）（筑豊ブロック）当会に支援相
談なし．

［28 日　断水復旧］
9：41　筑後ブロックより連絡 “断水施設へ給水開始”．

同夜　太宰府市断水中止．

［29 日　当会災害対策本部解散］
9：59　福岡ブロックより ML 連絡 “筑紫野市断水継

続ながら 30 日には全施設通常透析復帰予定”．
　　　災害対策委員長，災害対策本部長，会長と電話

連絡．経過中被災報告 10 施設あったが，現時点
で透析不可施設がないことを確認し，災害対策本
部解散を決定．

19：54　災害対策委員長，HP 一般閲覧サイト “お知
らせ” に，災害対策本部解散と関係各位へ謝辞を
掲載．

20：02　災害対策委員長より，日本透析医会災害時透
析医療対策委員長山川理事へ報告 “当会支援を必
要とする状況が終息し，災害時情報ネットワーク
HP での被災状況集計を終了”．

20：07　災害対策委員長より，全会員へ ML- ALL で
通知「配信 2 透析不可施設が 0 件となり，災害対
策本部を解散する．今後の相談は各ブロック副会
長に連絡」．

　　　29 日災害時情報ネットワーク HP 最終集計：
透析不可 0 施設，被災有 10 施設

　　　被災状況：福岡ブロック（断水 3 件，装置被災
1 件），北九州ブロック（断水 1 件），筑豊ブロッ
ク（断水 1 件），筑後ブロック（断水 3 件，装置
被災 2 件）．

4　全市断水に至った大牟田市の状況

4-1　一般的状況

以下の報告は大牟田市企業局への質問回答，福岡県
災害対策本部報告，市内で自衛隊給水支援を受けた杉
循環器内科病院からの報告，福岡県透析製品災害時供
給連絡会報告より作成したものである．

1 月 24 日（－7.4℃）か ら 25 日（－7.2℃）に か け
て，平年を 8 度下回るマイナス気温が連続 35 時間続
いた．その影響で宅内水道管の凍結・破裂による漏水
が多数発生した．その結果，市内 3 カ所の配水池の水
位が低下し続けたことから，大牟田市は，配水池から
の送水圧力の減圧を行い，配水量抑制を図ったが，25

日 20 時頃断水実施を決定し，22 時市災害対策本部を
設置，26 日 0 時に市内全域の断水（約 54,000 戸）が
実施された．福岡県は 26 日 4 時 30 分に大牟田市から
の要請を受け，自衛隊に対し災害派遣要請を行った．

大牟田市水道局によると，給水管破損件数は約
3,600 件，漏水発生管は個人給水管の露出配管が主で
あった．また，保温チューブの老朽化，防寒対策不十
分，給水管自体の老朽化による漏水，給湯器の弁の破
損も発生した．水道局管理の同市配水管は総延長約
606 km（H 26 年度末），うち約 130 km（約 16.6％）が
老朽管であり，年間約 10 km の更新工事を実施中であ
るが，今回の寒波による同市配水管からの漏水は発生
しなかった．

同水道局は，断水復旧計画として全給水区を 3 ブロ
ックに分けて，順に段階的に復旧させる計画を策定し
て，26 日 0 時に市内全域の断水（約 54,000 戸）を実
施，そ の 後 27 日 午 前 8 時 約 25,000 戸（1 段 階），28

日 午 前 8 時 約 22,000 戸（2 段 階），29 日 午 前 8 時 約
7,000 戸（3 段階）の順に断水解消を行った．

市対策本部は，25 日 22 時に企業局から保健福祉部
へ医療機関への周知を指示した．22 時に断水解消が
最終の 3 段階の地域に所在する杉循環器科内科病院へ
断水の情報提供が行われ，同院は 26 日 0 時に災害対
策本部へ給水を依頼した．26 日 8 時，市内において
自衛隊による給水活動が開始された．杉循環器科内科
病院では 7 時に市職員と自衛隊が同院を訪問，同院か
ら給水要請を受け，12 時から自衛隊給水支援が開始
された．28 日 11 時 30 分に同院への給水が終了．29

日 8 時に断水は全面復旧，15 時自衛隊は撤収され，



2016 年 1 月福岡県下大雪後の断水対応 281

17 時に同市災害対策本部が解散された．
市内透析施設の状況（図 1）を以下に示す．
・飯田クリニック：26 日午前中には復旧，被害なし．
・大牟田市立病院：断水の被害なし．
・春日医院：断水の被害なし．
・米の山病院：26 日予備タンクの水にて透析施行．

27 日昼断水解除．
・大牟田天領病院：26 日に復旧．被害なし．
・むとう内科クリニック：断水の被害なし．
・杉循環器科内科病院：25 日計画断水開始後，自

衛隊による給水支援を受ける．

4-2　杉循環器科内科病院の状況

杉循環器科内科病院の受水設備は受水タンク 10 t×
2，給水タンク 6 t である．

［25 日］
22：00　大牟田市職員より断水の情報提供あり，院長，

看護師長等病院幹部に報告．

［26 日］
0：00　大牟田市防災対策本部へ給水依頼．給水管メ

インバルブ閉鎖．敷地内のタンクの容量確認，院
内の節水開始．

4：00　透析関連装置の動作に異常ないことを確認．
7：00　同日の透析実施を検討（予定人数 55 名（午前

44 名，午後 11 名））．既存の貯留タンクでまかな
えると判断し，透析条件変更と時間短縮を決定

（透析液流量 500 ml/分を 300 ml/分に減量．透析
時間 3 時間＋ECUM）．大牟田市職員，自衛隊来
院し，同院より給水を依頼．

8：00　午前透析開始．翌日の透析患者に透析実施は
明朝連絡する旨連絡．医師会による透析クリニッ
クの被害状況の確認開始．日本透析医会災害ネッ
トワーク登録，福岡県透析医会災害対策本部へ報
告．汲み上げ用ポンプの借用購入，混合油・バケ
ツの準備．

12：00　自衛隊による給水開始（1 時間当たり 1 t），
午後の透析開始．自衛隊給水車の供給水およびカ
ーボンフィルター後，水の塩素濃度測定．RO 装
置プレフィルター，カーボンフィルター準備．

図 1　大牟田市内透析施設

むとう内科クリニック 杉循環器内科病院

米の山病院

春日医院

大牟田市立病院飯田泌尿器科医院

大牟田天領病院
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14：00　福岡県透析製品災害時供給連絡会災害対策本
部から ML-friends 配信．

15：00　同連絡会各社から同連絡会災害対策本部へ状
況報告．

16：00　透析終了し，交通の関係で一旦自衛隊からの
給水停止．この時点で医師会からの連絡で被害が
あるのは同院だけであることが判明した．翌日の
透析を依頼する可能性があることを市内他院へ連
絡．

20：00　自衛隊からの給水作業再開．1 時間当たり 2 t

の給水．
23：00　貯水タンク満水確認後，透析関連装置の消毒

工程開始（節水・時間短縮，セントラルはシング
ルパス手動運転，消毒薬残留確認）．

［27 日］
1：30　消毒工程完了．その後も 1 時間当たり 2 t の

自衛隊からの給水を継続．
7：00　同日の透析実施を検討（予定 61 名（午前・午

後 51 名，夜間 10 名））．復旧のめどが立たず，当
院で全患者の透析実施はリスクがあると判断した．
午前の患者は，高齢 ADL 不良患者が多く，他院
への通院困難を考慮し同院での透析実施を決定．
透析条件変更と時間短縮を決定（透析液流量 500 

ml/分 を 300 ml/分 に 減 量．透 析 時 間 3 時 間＋
ECUM）．午前の患者へ透析実施を連絡．他院へ
通院可能な患者に他院受診を連絡．他院へ連絡．
むとう内科クリニック 6 人（応援スタッフ 1 名派
遣），大牟田市立病院 1 名，ヨコクラ病院（みや
ま市）4 名，緑ヶ丘クリニック（荒尾市）1 名．

8：10　液置換：透析液 Na 濃度低値が判明，濃度調
整実施．

9：00　透析開始．患者個別に透析開始時間をずらし
水の消費速度を抑えた．夜間透析実施の検討．一
部患者を他施設へ依頼（申送り，業務スタッフ派
遣）．

12：00　午後の透析開始．
15：30　夜間の透析開始．
20：00　透析終了，消毒工程開始．
22：30　消毒工程終了．タンク満水確認し，自衛隊か

らの給水一旦休止．

［28 日］
7：20　自衛隊からの給水再開．
8：00　大牟田市より断水解除に関する連絡．透析開

始（通常透析条件）．
8：45　大牟田水道局より水質検査開始．
11：00　受水槽へ水道水供給開始．安定給水確認．
11：30　自衛隊からの給水作業終了．（給水合計 65 ト

ン）

同院からの報告を次に記す．
①　自衛隊給水の経験
給水車から受水槽までの汲み上げポンプをもたず，

当初バケツリレーをした．給水車の水の塩素が高く，
残留塩素測定が必要であった．透析液濃度調整（Na

濃度低下のため）が必要であった．
②　断水復旧後の経験
水質が安定しなかった．RO プレフィルターのつま

りが発生したが備えのフィルターで対応できた．

5　県下透析施設の状況

5-1　被害調査アンケート

被害調査アンケートを，日本透析医会情報ネットワ
ーク “回覧板” サイトおよび FAX 配信で実施した．回
覧板アンケートメールを 146 施設へ配信し，114 施設

（78.1％）の回答を得た．

（1）　透析実施への大きな影響
延べ 31 件で，内訳は他院依頼透析 9 件，透析中断

3 件，透析日変更 7 件，シフト変更 12 件であった．
他院依頼透析は各施設自身が，近隣施設へ依頼した．
他院透析依頼の患者数（期間（理由））は，全患者 4

件（1 日 2 件（断水，断水の危険），2 日 2 件（断水，
屋内外配管），1 シフト 1 件（24 時間未満（屋外受水
槽・ポンプ））と個別少数 4 件（1 日 4 件（断水，屋
外受水槽，屋外配管（2））であった．県境の施設で，
院長個人のネットワークで越境して大分県施設へ全患
者の透析を依頼した施設があった．

（2）　透析不可の発生
全 15 件で，48 時間以上 1 件，24～48 時間 1 件，6

～24 時間 3 件，6 時間未満 10 件であった．その期間
別の理由は，48 時間以上は断水，24 時間以上 48 時間
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未満は凍結（近隣水道管・屋内外水道管・RO 装置）
と配管破損，24 時間未満は，断水 1 件の他は屋外の
配管，受水槽およびポンプの凍結であった．透析開始
後に給水不足が発生して，受水槽ポンプ配管等の凍結
に気づき，透析を中断した施設があった．

（3）　水道給水不足
全 9 件．断水 8 件，給水制限 1 件が発生した．

（4）　給水要請
全 10 件．理由は断水 5 件，給水制限 0 件，施設ト

ラブル 4 件であった．ただし，給水要請をしても給水
を受けなかった施設，また，断水地区で給水要請をせ
ず，他施設透析依頼で対応した施設があった．

（5）　透析設備のトラブル
①　発生部位は，屋内外水道管 8 件，屋外屋内受水

槽 7 件，受水槽ポンプ 6 件，配管 5 件，RO 装置 1 件，
その他の設備 12 件であった．ただし，回覧板アンケ
ートの設計の不備（複数回答ができないことの考慮不
足）があり，実際のトラブル発生はより多いと考えら
れる．

②　凍結予防の対応として，RO 連続運転などの流
水処置を行った施設が複数あったが，施設の所在地の
気温，流水処置の程度などの相違があり，流水処置の
効果は判定しがたいが，適切な対応であったと評価で
きる．

（6）　スタッフの通勤への影響
遅刻欠勤は少数であった．一部に勤務前日の自宅外

宿泊が実施された．

（7）　患者通院への影響
来院不可が 9 件あったが患者体調への影響はなかっ

た．介護通院への影響は少数．介護業者の取り組み努
力のおかげであった．

（8）　福岡県腎臓病患者連絡協議会事務局 

インタビュー
会員数 4,600 名弱（登録率推定約 3 割）．多数の患

者が当会 HP お知らせサイトを閲覧していた．会員
FB 等で日本透析医会災害時情報ネットワークの HP

アドレスが紹介されていた．状況を知ることができた．

（9）　福岡県透析製品災害時供給連絡会 

インタビュー
給水時の対応のため，水道直結の施設へは，受水槽

の設置を提案する．次回寒冷時には凍結対策（水道蛇
口開放，RO 装置の間欠的駆動）の提案，断水給水制
限時の節水対応，断水後の水質悪化対策を医療機関と
検討する．

5-2　経過のまとめ

1 月 24 日，大寒波・大雪の後，県内各地で給水管
（宅地水道管）の凍結破裂による漏水が多発し断水が
発生した．総断水世帯数は約 19 万 8 千戸で，自衛隊
給水支援を 13 市町村が受けた．

透析施設においては，全患者の他施設依頼透析 4 件
を含め多数の施設の透析診療に影響が生じたが，患者
体調への大きな影響の報告はなかった．トラブルの原
因は，断水，宅地水道管および受水槽を含めた配管系
凍結（破損）が主であった．患者の通院およびスタッ
フの出勤への影響は少なかった．通院介護事業所とス
タッフの努力によると感謝したい．

福岡県透析医会は 26 日災害対策本部を設置し，断
水復旧後の 29 日に解散した．この間，ML を活用し
情報収集と配信に努め，多数透析患者移動に備えた．
福岡県透析製品災害時供給連絡会と連携し同会メンバ
ーによる断水地区現場報告を受けるなど協力した．

6　考　察

6-1　改善にむけて

振り返ってみると，大雪対応の期間は 1 週間であっ
た．各会員の自己努力（隣県への透析患者移送等），
行政の尽力（透析医療機関を配慮した断水計画および
給水支援）のおかけで，透析患者への影響は最小限に
抑えられたが，大雪がさらに 2, 3 日でも長引けば，違
った結果になったのではないかと考える．今後の改善
点を検討した．

まず最初に，自衛隊給水車から汲み上げるポンプが
必要と知り，このような自衛隊給水支援を受けるとき
の備えを行政水道局に尋ねたがわからず，福岡県総務
部防災危機管理局防災企画課に質問したところ，“行
政と共によく準備をしておくように” と一喝された．
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確かに，自分で考えろと言われればその通り，自助努
力を高めるべきであると反省した．

経験のない災害については，確かなアドバイスがで
きる経験者に指導を受けるのが一番大切と考えている．
特に，事前の備え，災害時の時間経過に伴う対応，特
に状況悪化の予測と悪化時の対応，経験者のみ知る，
いわゆる勘所は資料からは学べない．今後は，日本透
析医会のネットワークを頼りに積極的にお尋ねしよう
と思う．関係各氏にご指導をお願いしたい．

6-2　当会の今後の活動

行政と接して，県下透析医機関の当会加入率向上が
連携のために必須と感じた．より多くの透析患者に貢
献するためにも継続して取り組んでいく．

①　寒冷地域対策を調査する．日本透析医会，業者
関連など．

②　会員各施設へ自施設の現状評価と対策を依頼す
る．設置 20 年以上の給水管の確認，屋外設備の防寒
凍結対策（流水等）．水や設備トラブルによる給水停
止時の対応として，患者が移動できる距離の他施設と
の連携，依頼先のない施設は給水依頼先の確認と給水
車支援時の汲み上げポンプ等準備，給水および節水透
析のシュミレーション，患者およびスタッフとの連絡
網の向上等．

③　行政関係各所との連携：医師会，行政，給水関
連機関（福岡市・北九州市水道局との定期協議申し入
れ中）．透析関連業者（福岡県透析製品災害時供給連
絡会）と対策検討．

④　情報収集と配信の向上．
・リアルタイムの災害情報収集：行政の HP 掲載

情報の活用（福岡県防災 HP，防衛省・自衛隊

HP お知らせサイト，国土交通省　災害・防災
情報サイト，福岡管区気象台）．

・会員施設への情報配信：ML 配信はサーバー負
担が増し，時間がかかるので HP 専用掲示板を
活用する．

・関係各所との連携：HP お知らせサイトなど情
報提供手段．

⑤　患者への情報提供：福岡県腎臓病患者連絡協議
会を通じ，自己管理向上，患者カート携帯，情報入手
手段などを指導．

さいごに

本稿執筆中に熊本地震が発生した．福岡県透析医会
は当県避難者のために，福岡市，北九州市へ当会が人
工透析患者受け入れ窓口開設を設置したことを通知し，
日本透析医会情報ネットワークの協力で NHKON-

LINE 熊本放送局ライフライン医療情報熊本　で “人
工透析患者受け入れ窓口開設”（4 月 23 日付）を掲載
していただいた．相談はまだ発生していない．このま
まで，1 日も早い復興を願っている．

参考 URL
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要　旨

透析における重炭酸の扱いにはいくつかの問題が存
在する．血液ガス分析装置での透析液の正確な HCO3

－ 

濃度の測定は困難であり，HCO3
－ 濃度は電解質濃度，

とくに Na＋ と Cl－ 濃度によりそのアルカリ能を正確
に把握することができる．適正な酸塩基平衡の是正に
ついては，血中 HCO3

－ 濃度による判断には限界があ
り，その指標としては血中 pH がより合理的である．
透析における重炭酸は，その意味を理解したうえで注
意深く扱われるべきである．

はじめに

約 40 年前に重炭酸透析液が開発され，透析液管理
に酸塩基平衡の概念が導入されるようになった．重炭
酸透析液は透析医療に大きな進歩をもたらしたが，そ
の扱いは簡単ではなく，その後も濃度調整や濃度測定
で臨床工学技士を悩ませ，また，正確に患者の酸塩基
平衡の是正が可能になったということで医師をも悩ま
せてきた．

すべては炭酸（H2CO3）に起因しているといっても
過言ではない．38 億年前，生命が誕生したとき，激
しく変化する外部環境に細胞の内部環境の恒常性，と
くに水素イオン（H＋）濃度を維持するために酸と塩
基の緩衝系が作用し，その酸と塩基の供与物質に
H2CO3 が選択された．当時の地球の大気の大半は，メ

タン，アンモニアと炭酸ガス（CO2）であり当然とも
言えるが，H2CO3 は生物での細胞呼吸の最終産物で
ある CO2 を利用した揮発性の酸であり，外呼吸（気孔，
エラ，肺）で簡単に排泄されることが生物にとっては
好都合であったが，後の科学者には，重炭酸イオン

（HCO3
－）が H＋ の最大のパートナーであることが複

雑きわまりないものとなった．
H2CO3 そのものは水溶液中でしか存在せず，しかし

非常に不安定で，絶えず CO2 と H2O の形になろうとす
る．生体内では炭酸脱水酵素により CO2 分圧（PCO2）
の高い場所では安定して H＋ と HCO3

－ の形で，PCO2

の低い場所では CO2 として存在する．この H2CO3 の
含量を直接測定することは不可能であり，測定可能な
PCO2 から推測される．HCO3

－ の含量も臨床の場での
直接測定は不可能で，これも測定可能な pH と PCO2

により推測される．これが血液ガス分析での原理であ
るが，もう一つ CO2 に特異的な測定法があり，H2CO3

と HCO3
－ を酵素反応で捕えることができる（酵素法）．

しかし，この方法にしても総 CO2 含量（TCO2）の測
定であり，HCO3

－ 濃度を正確に分析することはでき
ない．

実際の測定はどうであろうか．血液の場合，血球の
代謝により pH は 0.01/10 分の速度で低下し，採血手
技が嫌気的でないと CO2 は拡散し pH は逆に上昇す
る．血液ガス分析が時間勝負であるという所以である．
透析液の場合，透析液は水溶液なので代謝の影響は受

実 態 調 査

透析における重炭酸の諸問題

山本忠司　山川智之　
白鷺病院

key words：重炭酸測定法，透析液重炭酸濃度，アルカリ能，血中重炭酸濃度

Problems of bicarbonate in dialysis therapy
Kidney Center, Shirasagi Hospital
Tadashi Yamamoto
Tomoyuki Yamakawa
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けないが，CO2 は炭酸塩に固定（消費）され，また血
液以上に CO2 は簡単に拡散する．では，この透析液
での CO2 の消費や拡散はアルカリ能にどのように影
響するのであろうか．さらに，血液ガス分析の原理は
血漿を対象としているが，透析液は水溶液であり，
Henderson-Hasselbalch（H-H）の 式 で 基 本 と な る
H2CO3 の解離定数や CO2 の溶解度係数も違う．どう
解釈すればよいのであろうか．

臨床的な問題はどうであろうか．重炭酸透析液が普
及するにつれて，透析患者の酸塩基平衡の適正是正が
問題とされるようになった．これは，細胞外液の主た
る緩衝物質である HCO3

－ が透析液の HCO3
－ により直

接かつ正確にコントロール可能となったためである．
1980 年代後半から，この適正是正についての多くの
研究がなされ，また，いくつかのガイドラインが提唱
されるようになった．しかし，この適正是正について
は多くの解釈があり，またデータ解析の方法によって
は真逆の結果が出ることがあり，未だ決着がついてい
ない．

透析における重炭酸には多くの問題がある．重炭酸
透析液が普及して約 40 年になろうとするが解決され
ていないように感じる．今回，重炭酸がもつ諸問題に
ついて，われわれの知見も含めて述べてみたい．

なお，HCO3
－ は化学では炭酸水素イオン，しばし

ば重炭酸イオン，Na 塩では重曹と呼ばれるが，透析
医療では重炭酸イオンという呼称が広く使われており，
本稿でも “重炭酸”に統一した．

1　重炭酸測定法の問題

現在，HCO3
－ 濃度の測定には血液ガス分析法と酵

素法が可能である．血液ガス分析法では，血漿の炭酸
緩衝系を H-H の式にあてはめて，

から計算される．pK1′は炭酸における電離定数の常
用対数であるが，血漿の場合，pK1′は温度と pH に
より変化し，各種疾患が取りうる範囲の 38℃ の血漿
pH では，6.071 から 6.117 までの値をとる．しかし，
一般的に正常血漿として 37～38℃ で 6.1 と定められ
ている．pK1′の値によっては，［HCO3

－］/［H2CO3］
比が同じであっても pH は最大で 0.05 程度の誤差が

でることになる．
H2CO3 濃 度 は PCO2 に 比 例 し，CO2 溶 解 度 係 数

（a）と PCO2 の積に等しく，血漿濃度を m mol/L の単
位で表した場合，

で示される．aは温度により変化し，血漿と水でも値
が異なり，血漿での値は mLCO2/mL 血漿/760 mmHg

で表される．また研究者によってもその値が異なり，
38℃ では 0.508 から 0.510 までの値をとる．一般的に
は 0.510 が採用され，最終的に

で示される．しかし，これらの pK1′，aは血漿で求
められたある一定条件での値である．血液ガス分析装
置における pH と PCO2 の測定は，その一次校正とし
て水溶液系標準物質または標準ガスで行われ，分析装
置独自の pK1′，aが設定される（表 1）．この pK1′，
aを基に，さらに標準血漿で校正が行われている．

透析液の場合，そのトレーサビリティに関しては日
本臨床化学会で詳細に決められているが1），原則は水
溶液系で求められた pK1′，aを用い，透析液標準物
質で校正するという方法がとられる．正確には透析液
の標準物質から pK1′，aを新たに設定する必要があ
るが，実際には透析液標準物質での理論値に強制的に
もっていくように補正されている．表 1 での分析装置
で透析液（または水溶液）測定モードをもつ A，B 社
の透析液標準物質での測定値を表 2 に示す．透析液標
準物質はキンダリーⓇ AF2 号（HCO3

－：28 mEq/L，
TCO2：30 mEq/L），AF3 号（HCO3

－：23 mEq/L，
TCO2：25 mEq/L），カ ー ボ ス タ ーⓇM（HCO3

－：34 

mEq/L，TCO2：35 mEq/L）である．装置によって
HCO3

－，TCO2 ともに 2 mEq/L 程度の差がある．
pH＝pK1′＋log 

［HCO3
－］

［H2CO3］

［H2CO3］（m mol/L）＝0.0591a・PCO2

［H2CO3］（m mol/L）＝0.0301・PCO2

表 1　各種血液ガス分析装置の pK1′と CO2 溶解度係
数（a）の比較

pK1′ a

A 社 6.105 0.0307
B 社 6.068 0.03066
C 社 6.105 0.0307
D 社 6.125－log［1＋10（̂pH－8.7）］ 0.03066
E 社 6.091 0.0307

pK1′は各社で最大 0.037 の差がある．D 社のみ pH による補
正をかけている．αは 0.0307 に近似するが，血漿での 0.0301
とは相違した値をとる．
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血液の場合，血液ガス分析装置ではもう一つ大きな
問題が生じる．pH と PCO2 の測定は電極法によるも
ので，H＋ や CO2 含量は総量ではなく濃度での直接測
定である．つまり，血漿に含まれる水（血漿水）の濃
度であり，血漿の濃度ではない．体内における酸塩基
平衡は全血や血漿であって初めてその意味をなす．血
漿水の濃度を血漿の濃度に換算する場合は，固形物

（血漿蛋白や脂質）での体積排除効果を考慮しなけれ
ばならない．

いま，血漿での固形物が占める割合を 6％ とすると，
HCO3

－ の血漿濃度は，

で示される．酸塩基平衡の測定はその H-H 式での原
理から，単位血漿当たりでの能力として判断されるが，
血液ガス分析装置では，血漿と水というようなマトリ
ックスの違いによるイオン活性や体積排除効果による
補正が行われなければならないが，これがどのように
補正されているかは明らかにはされていない．

HCO3
－ 濃度を推測するもう一つの測定法として酵

素法がある．わが国では 1 社から発売されている．こ
の測定原理は，ホスホエノールピルビン酸（PEP）が
オキサロ酢酸（OAA）とリン酸に分解されるさいに
CO2 が固定されるという反応を利用したもので，この
ときに HCO3

－ として 1 分子が消費される．生じた
OAA をリンゴ酸（MA）に還元し，そのさいに酸化さ
れる NADH の吸光度を測定することにより消費され
た HCO3

－ の量が算出される．

この測定法ではすべての CO2 が固定され，TCO2

（HCO3
－＋H2CO3）の濃度として示される．TCO2 濃度

から HCO3
－ 濃度を推測する場合は，透析患者の平均

H2CO3 濃度とされる 1.2 m mol/L を引いた値が採用さ
れる2）．血液ガス分析法と比較して，酵素法の最大の
特徴は密閉された血清検体は長時間の保存が可能であ
り，生化学自動分析装置での大量処理が可能なことで
ある．透析施設のように大量に検体が出る場合には適
しているといえる．しかし，ここでもいくつか問題が
ある．まず，血液検体は血清分離しなければならない
が，この過程で嫌気的に扱うのは困難であり，また血
球による代謝の影響も避けえない．さらに，自動分析
装置のサンプルディスクに試験管（サンプルカップ）
が多数セットされた場合，順番待ちの検体は長時間，
好気的条件下に放置される．これを防止するには密封
されたサンプルカップにサンプルプローブを刺し入れ
るピアッシング（piercing）方式の自動分析装置が必
要であるが，わが国ではあまり普及していない．メー
カー側は，1 時間以内の測定であれば問題ないとして
いるが，実際に自動分析装置を用いた研究では，20

分で HCO3
－ 濃度は 6.1％ 変化し，15 分以内の測定が

必要であると注意喚起している3）．また，この方法は
血液を対象としており，透析液では新たな校正が必要
である．

以前より欧米での HCO3
－ 測定は酵素法が用いられ

てきた．欧州のいくつかの国と日本では血液ガス分析
法が主流であるが，酸塩基平衡の正確な測定としては
血液ガス分析法に優位性がある．それでも酵素法が広
く使われている理由は，透析患者ではスクリーニング
として代謝性アシドーシスの程度を判断できれば十分
であることと，その検査の費用効果（cost effective-

ness）と労働集約性（labor-intensive）が血液ガス分
析法よりも格段に優れていることである．酵素法につ
いてはある程度の CO2 の飛散は免れず，若干低値と

HCO3
－ の血漿濃度＝ HCO3

－ の血漿水濃度 

× 1/（1－0.06）

PEP＋CO2 → OAA＋HPO4
2－

OAA＋NADH＋H＋ → MA＋NAD＋

表 2　血液ガス分析装置による透析液標準物質の HCO3
－，TCO2 濃度の比較

キンダリー AF2 キンダリー AF3 カーボスター M

HCO3
－ TCO2 HCO3

－ TCO2 HCO3
－ TCO2

理論値 28 30 23 25 34† 35
A 社 27.3±0.3 29.1±0.3 22.6±0.2 24.2±0.3 32.0±0.4 33.2±0.4
B 社 30.7±0.8 32.5±0.8 24.9±0.4 26.6±0.4 35.4±0.7 36.5±0.7

Mean±SD，mEq/L（n＝6）
†　この値についてはメーカーから明らかにされておらず，クエン酸濃度：1 mEq/L，クエン酸 Na：

1 mEq/L としたときの値である．
資料提供：五仁会元町 HD クリニック，清水　康
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なることが推測される．この酵素法での測定値の問題
については，過去に American Journal of Kidney Dis-

ease の誌上で議論されたことがある4～6）．米国では，
検体は空輸されて検査センターで一括処理される．こ
の輸送中での気圧の変化や検体の前処理での嫌気性が
問題となったが，TCO2 濃度の正確性については解決
されていない．

2　透析液のアルカリ能の問題

透析液の正確な HCO3
－ 濃度の測定は困難である．

もし，厳密に校正された分析装置でその測定が可能に
なったとしても，透析液供給装置での混合槽，貯留槽
は半大気開放であり，さらに分子レベルでの炭酸塩へ
の CO2 固定という反応は透析液が作成された直後か
ら進行しており，HCO3

－ 濃度は低下している．濃度
管理における HCO3

－ 濃度は単なる目安であるといえ
る．

しかし，透析液のもつ特殊性がこの問題を解決して
くれる．20 世紀初頭に Henderson が酸塩基平衡の概
念を確立したが，その中で緩衝陽イオンが緩衝陰イオ
ンを供給する能力をもつことから，この緩衝陽イオン
をアルカリ予備（alkali reserve）と定義した．細胞外
液における炭酸緩衝系では，緩衝陰イオン HCO3

－ を
供給する主たる緩衝陽イオンは Na＋ であり，Na＋ の
量が緩衝能という意味で捉えられる．しかし，細胞外
液中では HCO3

－ を供給する Na＋ だけを測定すること
は不可能であり，HCO3

－ 濃度の測定で代用するとい
うことが今日まで行われている．

さらに，緩衝陰イオンは HCO3
－ だけでなく，代謝

されて CO2 として排泄されるものすべて（有機酸な
ど）を含む．また Na＋ だけが緩衝陰イオンを供給す
るわけではなく，K＋，Ca2＋，Mg2＋などの他の陽イオ
ンも同じである．しかし，透析液の場合，緩衝陽イオ
ンは Na＋ のみあり，それは重炭酸 Na と酢酸 Na（も
しくはクエン酸 Na）という形で存在している．透析

液の陽イオンと陰イオンの総量も等価で anion gap と
して 0 であり，濃度も既知であることから，HCO3

－ 

濃度は電解質濃度から推定することが可能である．も
し，透析液が規定希釈比率で作成されている場合は，
Na＋ と Cl－ が規定濃度であれば，その透析液の HCO3

－ 

濃度は理論値と同じである．もし，透析液が規定希釈
比率外で調整されているのであれば，透析液のもつア
ルカリ能の総量（HCO3

－ 濃度＋酢酸 Na 濃度）を，陽
イオン総量から Cl－ 濃度を引いて求めることができる．

例えば，透析液電解質濃度（mEq/L）が Na＋：140，
K＋：2.0，Ca2＋：3.0，Mg2＋：1.0，Cl－：108，HCO3

－：
30，CH3COOH：2，CH3COONa：8 の場合を想定する．
このときの理論上の総アルカリ能は，

の反応式で示される 28 mEq/L の NaHCO3 と 2 mEq/

L の CH3COONa，および元々含まれる 8 mEq/L の
CH3COONa の合計である 38 mEq/L となる．電解質
から求まる総アルカリ能は，陽イオンの総量は 146

（140＋2＋3＋1）mEq/L か ら Cl－ の 108 mEq/L を 差
し引いた量 38 mEq/L で理論値と一致する．これは透
析液調整時の A 剤や B 剤の混合比率が変化しても同
様に近似した値が求められる（表 3）．

ただし，これには “アルカリ予備” の原則が成立し
ていることが前提である．NaHCO3 を含む水溶液から
CO2 が飛散した場合，以下のような反応が生じる．

さらに，NaHCO3 と CaCl2 が HCO3
－ と反応した場

合，CaCO3 が生じる（Mg も同じである）．

ここで，生じた Na2CO3 および CaCO3 は透析膜を

30NaHCO3＋2CH3COOH → 
 28NaHCO3＋2H2CO3＋2CH3COONa

2NaHCO3 → Na2CO3＋H2O＋CO2 ↑

2NaHCO3＋CaCl2 →  CaCO3＋2NaCl＋CO2 

＋H2O

表 3　透析液原液剤の希釈比率を変更した場合の総アルカリ濃度

理論総アルカリ濃度 総陽イオン濃度 Cl 濃度 計算総アルカリ濃度

規定希釈 38 146 108 38（146－108）
A 原液剤調整 38 148 110 38（148－110）
B 原液剤調整 36 144 108 36（144－108）

A 原液剤調整，A 剤希釈比率を調整し Na 濃度を 142 mEq/L とした場合； B 原液剤調整，B 剤希釈比率を調整し
HCO3

－ 濃度を 28 mEq/L とした場合； 単位，mEq/L．
実際の Na＋，Cl－ 濃度は有効数字 3 桁であるので各値は小数点第 1 位を四捨五入した．
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介して体内に入った場合，元々，透析液に含有されて
いた緩衝 Na＋ と等価の緩衝陽イオン（Na＋，Ca2＋，
Mg2＋）となり，等価のアルカリ能をもつ．大量に
CO2 が抜けない限り，炭酸塩が結晶となって透析膜を
透過できなくならない限り，この原則は成り立つ．緩
衝 Na＋ の総量がアルカリ能を決定することになる．
これは，リン吸着剤としての CaCO3 が吸収されると
アルカリ剤となるのと同じである．

透析液の HCO3
－ 濃度は正確に測定することは困難

である．測定しても目安とする程度であるならば，透
析液の電解質濃度，とくに変動係数（CV 値）の小さ
い絶対値の大きい Na＋ と Cl－ が正確に測定できれば，
透析液のアルカリ能を知ることができる．

3　酸塩基平衡の適正是正の問題

重炭酸の臨床的問題として酸塩基平衡の適正是正が
ある．代謝性アシドーシスの適正な是正は良好な予後
のための重要な因子の一つである．この適正是正のた
めの至適透析前 HCO3

－ 濃度にはいくつかの大規模研
究があり，この中で生命予後と関連付けられたものは
2004 年の DOPPS2），2006 年の DaVita7）の報告である．
これらの報告に，2009 年の日本透析医学会（JSDT）
での統計調査報告8）も参考にこの三つの研究について
比較する．

DOPPS の報告では，透析前 HCO3
－ 濃度と死亡の

関係は因子調整前で U 字関係，因子調整後も U 字関
係で，至適 HCO3

－ 濃度は 19～22 mEq/L とされてい
る（図 1）．DaVita の報告では，因子調整前は逆 J 字

関係，因子調整後は U 字関係で，至適 HCO3
－ 濃度は

18～27 mEq/L である（図 2），JSDT では，因子調整
前は逆 J 字関係，因子調整後は J 字関係を示し，至適
HCO3

－ 濃度は 16 mEq/L 以上となっている（図 3）．
しかし，これら報告には大きな問題点がある．蛋白代
謝や骨代謝からは代謝性アシドーシスの十分な是正が
必要であるが，生命予後の観点から透析前値をどの程
度までアルカリ側に設定できるか見解が違っている．
2012 年に米国の FDA‡1）が過アルカリの危険性につい
て警告し，また 2013 年の DOPPS9）では透析液の高
HCO3

－ 濃度と生命予後の悪化の関連性が示唆され，
アシドーシスの過是正は問題となっており，われわれ
が知りたいのは代謝性アシドーシスの是正はどの程度
までかということである．

ここに適正是正における重炭酸の二つの大きな問題
が存在する．まず，わが国の HCO3

－ 濃度の測定法は
血液ガス分析装置による HCO3

－ 濃度であり，欧米諸
国では酵素法による TCO2 濃度である．さらに，測定
日にも週初めと中日という差があり，欧米での値は
2.4 mEq/L マイナスしたものがわが国での値とされ
る2）．しかし．この補正値は種々条件で±1 mEq/L 程
度の変動があり，正確なものではない．

次の問題は生命予後における調整因子と血中 HCO3
－ 

濃度の関係である．表 4 は上の三つの報告での調整因
子を比較したものである．調整因子は大きく，①患者
基礎因子，②透析量・合併症などの因子，③栄養評価
因子に分けることができる．これらの報告に共通した
因子は，①では年齢，性，透析期間，②では Kt/V，

図 1　DOPPS-2004 における透析前 HCO3
－ 濃度と全死亡の相対危険度

　　　　　　   （文献 2 から作図）
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図 2　DaVita-2006 における透析前 HCO3
－ 濃度と全死亡のハザードリスク

　　　　　　（文献 7 から作図）
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図 3　JSDT-2009 における透析前 HCO3
－ 濃度と全死亡の相対危険度

　　　　　　　 （文献 8 から作図）
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表 4　至適透析前 HCO3
－ 濃度に関する報告での調整因子の比較

調整因子
調整前 調整後

患者基礎因子 透析量・合併症・生化学データ・他 栄養評価因子

共通因子 年齢，性，透析期間 Kt/V，DM BMI，nPCR，Alb

DOPPS-2004 合併症（心疾患，高血圧，脳血管障害，末梢血管障害，
DM，肺疾患，がん，AIDS，消化管出血，神経疾患，精神
疾患，再発性蜂巣炎，呼吸困難），血清 P，血清 Cr

U 字 U 字

DaVita-2006 人種，医療保険，婚
姻歴

標準化死亡比，残存腎機能，透析液 HCO3
－ 濃度，血清 P，

血清 Cr，血清 Ca，白血球数，リンパ球分画，ESA 投与量，
TIBC，Hb，フェリチン

逆 J 字 U 字

JSDT-2009 原疾患（CGN，DM，その他），T-cho ％ CGR 逆 J 字 J 字

DM：糖尿病，BMI：体格指数，nPCR：標準化蛋白異化率，Alb：血清アルブミン，T-cho：血清総コレステロール，％ CGR：％ クレアチニン産生速度
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糖尿病，③では BMI，nPCR（蛋白異化率），血清アル
ブミンとなっている．共通していないものは，DOPPS

では詳細な合併症，DaVita では人種，医療保険や婚
姻状態，炎症因子，貧血因子，JSDT では ％ CGR と
なっている．しかし，図 1～3 に示したように，①と
②の因子調整では死亡リスクに変化はなく，③の栄養
評価因子，とくに nPCR が最も影響のある因子となっ
ている．体内の H＋ の産生量の指標として当然である
といえる．

血中 HCO3
－ 濃度を死亡リスクの指標とした場合，

nPCR は血中 HCO3
－ 濃度とは負の関係にあるが，死

亡リスクとも負の関係を示す（図 4 A と B）．さらに，
nPCR はアシドーシスにより亢進するが蛋白摂取量の
増加によっても亢進するという多重の交絡性をもつ．
多変量解析により nPCR のもつ複雑な交絡性は完全に
は排除されず，その至適 HCO3

－ 濃度で異なった結果

になったものと推測される．JSDT のみ二つの報告と
異なった結果であったが，この理由には ％ CGR が栄
養評価因子として追加されていることが推測される．
nPCR と ％ CGR には他因子とは逆の正相関があり，
また多重共線性もあり，この二つの因子を同時に調整
因子とするには限界がある可能性がある（図 4 C）．
いずれにしても，血中 HCO3

－ 濃度と nPCR には強い
交絡性があり，互いに生命予後にも関係があるという
ことが，適正な酸塩基平衡の解釈を複雑にしていると
いえる．

われわれはこの問題に対して，血中 HCO3
－ 濃度で

はなく，血中 pH での判断を推奨している10）．図 5 は
2008 年 JSDT での統計調査データ 15,132 名での解析
である．1 年間の追跡で，全死亡の HR（Hazard Ra-

tio）を透析前 pH と HCO3
－ 濃度で示している．調整

因子は，年齢，性，透析期間，心疾患の既往，糖尿病，

図 4　nPCR と透析前 HCO3
－ 濃度（A），死亡率（B），％ CGR（C）および透析前 pH（D）

の関係
　nPCR は四分位で層別化した．（日本透析医学会統計調査委員会公募研究 JRDR10001 か
ら作図）
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体重増加率，BMI，Ca×P 積，血清 Alb，血清 T-cho，
Hb，spKt/V，nPCR で あ る．HCO3

－ 濃 度 で は，
JSDT-2009 の報告と同様に，高い透析前 HCO3

－ 濃度
は因子調整後に死亡とは関係がなくなるが，透析前
pH では，pH 7.4 以上で因子調整に関係なく高い HR

を示す．pH では HCO3
－ 濃度にみられるような栄養

評価因子との複雑な交絡性がある程度，解消されてい
るようである．それは nPCR と pH の関係でも示され
ており，pH の変化は HCO3

－ 濃度に比して少なく 0.02

程度でしかない（図 4 D）．
さらに，酸塩基平衡の適正是正の指標として pH が

HCO3
－ 濃度よりも優位である理由は，①H＋ 濃度は実

測値であり計算値ではないこと，②pH はアシドーシ
スやアルカローシスの総合的結果であること，③生体
内の酵素反応，代謝は HCO3

－ 濃度ではなく H＋ 濃度
で規定されていること，④HCO3

－ 濃度は PCO2 に大
きな影響を受けるが pH ではその変化は小さいことで
ある．もちろん，HCO3

－ 濃度と pH は概して同じ方
向の変化をするが，透析患者における酸塩基平衡の適
正是正は，HCO3

－ 濃度よりも pH で判断することが
合理的であると考える．

おわりに

透析における重炭酸の諸問題について述べてきた．
まず，透析液の正確な HCO3

－ 濃度の測定は困難であ
る．透析液管理は電解質濃度，とくに Na＋ と Cl－ 濃
度を中心に pH の測定が追加できれば十分である．次
に，適正な酸塩基平衡の是正については，血中 HCO3

－ 濃度をその指標とするならば，その解釈には注意が
必要である．pH のほうがより合理的であると考える．
代謝性アシドーシスの是正として，血中の HCO3

－ 濃
度は目安に，最終的に pH で判断すべきと考える．
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要　旨

生体の鉄代謝は，多くの分子により厳密に制御され
ている．消化管からは非ヘム鉄およびヘム鉄として吸
収される．細胞鉄代謝は，フェリチンとトランスフェ
リン受容体の発現のように，鉄調節たんぱく質 IRP

と鉄反応エレメント IRE の相互作用で行われる．生
体の鉄代謝の全体を調節しているのは主にヘプシジン
で，鉄過剰では産生亢進，鉄欠乏では低下が起こり，
消化管からの鉄吸収と網内系での鉄再利用を調節して
いる．

はじめに

鉄は，生体の酸素運搬，エネルギー産生，細胞増殖
など多くの機能発現に必須の原子である．鉄は欠乏，
過剰でおのおの鉄欠乏性貧血，鉄過剰症を引き起こす．
後者では鉄原子がフェントン反応を介してラジカル産
生を促進し細胞障害を引き起こす．そのため，表 1 に
示すように，生体の鉄代謝では吸収，利用，貯蔵の各
段階に，きわめて多くの鉄代謝制御や輸送に関連する
分子が関連し，相互に厳密に制御されている．これら
の詳細な分子機構に関しては，最近明らかになった知
見が多く，常に再整理が必要とされている．

本稿では，これらの鉄代謝の概観を，分子レベルか
らどのように考えていくか，その知見をアップデート

する．

1　鉄吸収の分子機構

1-1　生体鉄の分布

生体には，4～5 g の鉄が存在し，図 1 に示すように，
厳密に鉄の吸収，動員，貯蔵と再利用により調節され
ている1）．鉄の体外への排泄には，銅など他の金属に
みられる能動的な排泄機構は存在せず，皮膚や腸管細
胞の剥離によるもので，1 日あたりの喪失量はわずか
1～2 mg，残りは赤血球に存在するヘモグロビン鉄や
筋肉のミオグロビン鉄，肝臓・脾臓などの貯蔵鉄であ
る．もっともプールの大きいのは，赤血球ヘモグロビ
ン合成に必要な鉄で，一日あたり 25～30 mg，その
90％ は老廃赤血球の脾臓マクロファージによる分解
と鉄の再利用，残りの 10％ は食餌鉄に由来する．し
たがって，鉄代謝の基本的なフレームワークは，腸管
吸収，骨髄での赤血球ヘモグロビン鉄，網内系マクロ
ファージでの赤血球の分解と鉄の再利用，肝臓・脾臓
での鉄貯蔵，それを橋渡しするトランスフェリン鉄な
ど，多くの分子により成り立っている．

トランスフェリンは分子量 75,000 で，相同な二つの
ローブ（N および C ローブ）から成り立ち，おのおの
の分子に 2 分子の 3 価鉄が結合する構造をとっている．
おのおののローブの分子量では，腎糸球体からろ過さ
れて尿中に排出されてしまうため，進化の過程で遺伝

臨床と研究

分子レベルからみた鉄代謝の概念

高後　裕＊1　佐々木勝則＊2　大竹孝明＊1　
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子の複製 duplication が起こり，トランスフェリン鉄の
尿中への排泄が生じることがなくなったとされている2）．

1-2　食餌中鉄の消化管吸収の分子機構

食餌鉄の消化管の腸細胞での吸収と代謝機構を図 2

に示す．食餌中に含まれる鉄は，消化管，とくに十二
指腸と上部小腸で吸収されるが，大別して 3 種類に分
けられる．無機イオン鉄，ヘム鉄（肉），フェリチン

（ferritin）鉄（マメ科植物）である3）．無機イオン鉄は
低分子鉄イオン錯体で，十二指腸内で 3 価鉄が duo-

denal cytochrome b ferrireductase（Dcytb）に よ り 2

価鉄に還元され，腸細胞の血管側に存在する divalent 

metal transporter-1（DMT-1, NRAMP2, SCL1A）を 介

して細胞内へ取り込まれる．DMT-1 は腎糸球体から
排泄された鉄イオンを尿細管で再吸収するさいにも関
連している4, 5）．さらに網内系細胞のエンドソーム内
では，赤血球ヘム鉄が分解，生じた無機イオン鉄が細
胞質内へ取り込まれる場合にも利用されている．

一方，ヘム鉄の吸収には，葉酸トランスポーターと
して当初発見された分子である PCP/HCP1（SCL46A）
がその役割を担っている6）．ヘム鉄は，動物性たんぱ
く質（肉）を摂取したさいに吸収される分子形態であ
る．さらに，植物からの鉄吸収には，マメ科由来のフ
ェリチン鉄が重要である．このフェリチン鉄は，食餌
中の鉄摂取量から考えると重要な分子で，細胞内へは
エンドサイトーシスによって取り込まれる．

表 1　生体鉄代謝に関与する主な分子

1. 腸管吸収
　①　食餌鉄：無機イオン鉄，ヘム鉄，フェリチン鉄
　②　腸細胞の鉄吸収に関与する分子
　　・divalent metal transporter 1（DMT1/NRAMP2）：2 価鉄
　　・葉酸トランスポーター（PCP/HCP1/SCL46A）：ヘム鉄
　　・エンドサイトーシス：フェリチン鉄
　③　腸細胞からの鉄排出に関与する分子
　　・フェロポルチン 1
2. 細胞鉄代謝
　①　鉄の細胞内への取り込み
　　・トランスフェリン受容体 1（赤芽球）：トランスフェリン鉄
　　・ファゴサイトーシス（網内系細胞）：老廃赤血球
　　・ZIP14/SLC39A14（肝細胞）：非トランスフェリン結合鉄
　②　エンドソーム
　　・DMT1（NRAMP2, SCL1A）
　　・TMPRSS6
　③　細胞からの鉄排出
　　・フェロポルチン 1
　④　細胞内鉄代謝制御
　　・鉄反応たんぱく質 IRP/鉄反応エレメント IRE
　⑤　ミトコンドリア鉄代謝
3. 鉄貯蔵
　①　フェリチン（H 鎖，L 鎖）
　②　ヘモシデリン
4. 細胞間鉄輸送
　①　トランスフェリン
　②　非トランスフェリン結合鉄（NTBI）
5. 生体鉄ホメオスタシス
　①　ヘプシジン合成促進
　　・鉄シグナル（トランスフェリン受容体 1，2）
　　・鉄/BMP シグナル（BMP6，BMP 受容体，HFE，ヘモジュベリン）
　　・炎症/IL-6 シグナル（インターフェロン，アクチビン B，外因性 1L-22）
　　・その他：テストステロン，増殖因子（EGF，HGF，PDGFBB など），グル

コース新生，小胞体ストレス
　②　ヘプシジン合成抑制
　　・エリスロフェロン
　　・TMPRSS6（BMP 切断）
　　・その他：細胞増殖シグナル，低栄養
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2　細胞鉄代謝の分子機構

2-1　細胞内への鉄の取り込み機構

細胞内への鉄の取り込みは，トランスフェリン

（transferrin）と非トランスフェリン結合鉄（non-trans-

ferrin-bound iron;  NTBI）の取り込み機構に大別され
る．トランスフェリン鉄は，トランスフェリン受容体
1（transferrin receptor 1;  TfR1）と結合した後，エン

図 1　生体鉄代謝の概要
　生体の鉄代謝の大部分は赤血球ヘモグロビン鉄の再利用から供給され，わずか 1～2 mg
の鉄が食餌から消化管で吸収されるにすぎない．生体の各臓器，細胞間の鉄輸送はトラン
スフェリンが仲立ちする．トランスフェリンが鉄で飽和されると，非トランスフェリン結
合鉄（non-transferrin-bound iron;  NTBI）が出現し，細胞毒性を発揮する．
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図 2　消化管からの食餌由来鉄の吸収と排出機構
　消化管からの食餌由来鉄は，食餌内の無機イオン鉄，肉・魚のヘム鉄，マメ類のフェリ
チン鉄などがおのおのの DMT1，葉酸トランスポーターとして当初発見された PCP/HCP1

（SCL46A），およびエンドサイトーシスで腸細胞に取り込まれる．超細胞内から血管内へ
の鉄の搬出は，フェロポルチン 1 によって行われる．
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ドサイトーシスにより細胞内へ取り込まれる7）．その
ほか，NTBI が存在するが，後者の細胞内取り込み機
構については不明であった．最近，NTBI の肝細胞へ
の取り込みには，SLC39A14（ZIP14）が関与すること
が，マウスヘモクロマトーシスモデルで明らかにされ
た8）．この NTBI は，血中のトランスフェリンが鉄原
子で飽和状態に近くなった場合に，血中に有意に出現
し，生体の不安定な鉄として鉄毒性の発現に関わって
いる9）．

2-2　細胞外への鉄のくみ出し機構

細胞内の鉄が細胞外へくみ出される分子では，フェ
ロポルチン（ferroportin-1;  Fpn1）が唯一同定されて
いる分子である10）．Fpn1 は，2 価鉄を細胞外へくみ出
すが，その後，ヘファエスチン（hephaestin），ない
しセルロプラスミン（ceruloplasmin）など鉄還元活
性をもつマルチ銅たんぱく質により 3 価鉄となりトラ
ンスフェリンと結合，トランスフェリン-鉄複合体を
形成し，循環血中で鉄が輸送される．トランスフェリ
ン-鉄複合体は，細胞表面の TfR1 と結合，エンドサイ
トーシスで細胞内へ取り込まれる．その後，3 価鉄は
STEAP3 鉄還元酵素で 2 価鉄になり，ミトコンドリア
へ輸送され，ヘム合成や鉄・硫黄クラスター形成に用
いられる．

2-3　細胞内の鉄濃度の感知と鉄たんぱく質の 

合成制御機構

細胞質内鉄濃度を感知するのは，図 3 に示すような，
鉄調節たんぱく質（iron regulatory proteins;  IRPs）と
鉄反応エレメント（iron responsive elements;  IREs）
の相互作用による調節機構である11）．細胞内鉄濃度が
低い場合には，IRPs と IREs が高親和性をもって結合
し，その結果，IRE が 5’UTR（たとえばフェリチン）
に存在する場合には mRNA の翻訳が阻害され，逆に
IRE が 3’UTR（たとえばトランスフェリン受容体 1）
に存在する場合には，mRNA を安定化させ翻訳を亢
進させる．反対に細胞内鉄濃度が高い場合には，フェ
リチン合成の抑制は解除され，トランスフェリン受容
体 1 は合成抑制が生じる．

この鉄による転写後調節機構は，鉄の細胞内取り込
み，貯蔵，利用に関連する一連のたんぱく質発現を調
節している．IRPs は，細胞質内に存在する細胞質ア
コニターゼであり，細胞内鉄濃度が低下するとアコニ
ターゼの活性中心に存在する鉄-硫黄クラスターが形
成されず，IRE との結合活性を持つ IRP となる．また，
IRP 活性の増加は細胞内鉄濃度の低下だけでなく，イ
ンシュリン/インシュリン様増殖因子による細胞増殖
刺激や炎症・細胞内ストレスによっても生じる．フェ
リチン合成が，細胞内鉄濃度ばかりでなく，炎症や酸
化ストレスで亢進することが説明できる12）．

図 3　鉄反応蛋白質 IRP と鉄反応エレメント IRE による合成調節機構
　細胞内でのフェリチン，トランスフェリン受容体などの鉄関連たんぱく質の合成調節は，
鉄反応蛋白質（iron regulatory protein;  IRP）とおのおのの mRNA 上に存在する鉄反応エ
レメント（iron responsive element;  IRE）の相互作用で巧妙に調節されている．
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3　鉄ホメオスターシスの分子機構

3-1　鉄ホメオスターシスの関連分子

「全身の鉄代謝（鉄ホメオスターシス）」は，主に肝
臓で合成される抗菌ペプチド，ヘプシジン（hepci-

din）によって調節されている．ヘプシジンは，細胞
膜上に発現しているフェロポルチンと結合して，鉄の
細胞外へのくみ出しを阻害する．ヘプシジンの結合し
たフェロポルチンは，細胞内へ内包化された後分解さ
れる．生体内鉄が増加して生じる高ヘプシジン血症は，
腸管細胞で血管側に存在するフェロポルチンの発現を
低下させ，鉄の消化管からの吸収を障害する．同時に，
網内系細胞の赤血球リサイクリングによるヘモグロビ
ン鉄の再利用機構に対して，抑制的に働く．

3-2　ヘプシジンの合成制御機構

ヘプシジンの合成は，主に鉄，炎症および赤芽球の
3 経路を介して，ヘプシジン遺伝子である HAMP 発
現の転写レベルで制御されている．鉄と炎症刺激は合
成促進に，骨髄での赤芽球増殖過程での刺激は合成抑

制に働く．ヘプシジン遺伝子をノックアウトしたマウ
スや，ヒトのヘモクロマトーシスでは，ヘプシジンの
低下が起こり，結果的に鉄過剰症が生じる．

鉄によるヘプシジン合成調節は，bone morphogen-

ic protein6（BMP6）/BMP 受容体経路を介し，これに
関連するアクセサリー分子や鉄センサーが複合体を形
成し，合成が促進される．これらの分子として，トラ
ンスフェリン鉄が結合するトランスフェリン受容体 1，
トランスフェリン受容体 2，ヘモクロマトーシス関連
遺伝子である HFE，HFE2（hemojuvein）などがある．
BMMP6 の切断酵素である transmembrane protease 

serine6（TMPRSS6，matriptase6 とも言われる）は，
BMP/BMP6 を抑制的に制御する13）．BMP6 とならん
で重要な亢進経路は interleukin6（IL-6）を中心とし
た炎症・生体防御系である14）．インターフェロン，ア
クチビン B，BMP2，外因性 IL-22 などは IL-6 を介し
て刺激を伝達する．さらに，テストステロン，増殖因
子（EGF，HGF，PDGFBB など），グルコース新生，
小胞体ストレスなどもヘプシジン合成を亢進する15）．

図 4　鉄ホメオスターシスのヘプシジンによる調節機構
　鉄ホメオスターシスの中心分子はヘプシジンで，主に鉄，炎症および赤芽球の 3 経路を
介して，ヘプシジン遺伝子である HAMP 発現の転写レベルで制御されている．鉄濃度を
介した調節は，トランスフェリン/トランスフェリン受容体と bone morphogenic protein 

（BMP-6）/BMP 受容体をを介し，炎症では interleuin 6（IL-6）につながる炎症性サイトカ
イン，骨髄ではエリスロフェロンが中心的役割を果たす．
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3-3　感染・慢性炎症とヘプシジン

ヘプシジンによる生体鉄ホメオスターシス調節は，
もっとも重要な機構と考えられ（図 4），慢性炎症の
さいに生じる炎症貧血での鉄利用障害の原因である．
ヘプシジンの高値は血清鉄の低下をきたし，いわゆる

「炎症貧血」の主因である16）．ヘプシジンは生体内の
自然免疫系の 1 種であるデフェンシン（defensin）フ
ァミリーの分子であり，鉄代謝の制御と同時に抗菌活
性を持っており，鉄/ヘプシジン系は生体防御・自然
免疫系の重要な因子である17）．炎症貧血として一括さ
れる病態には，感染症，免疫疾患，がん，慢性腎障害
などが含まれ，共通にヘプシジンによる消化管鉄吸収
の障害と網内系細胞からの鉄利用障害が基本にある．
そのため，ヘプシジンとその受容体を標的とした治療
法の開発が進められている18）．

おわりに

生体鉄代謝は，多くの鉄関連たんぱく質の発現の多
寡を介して巧妙に調節されている．大まかには，肝臓
でのヘプシジン，腎臓でのエリスロポイエチン，骨髄
でのエリスロフェロン，網内系細胞での IL-6 をはじめ
とする炎症性サイトカインと BMP などの分子，腸管
からの吸収にかかわる DMT1，細胞外への鉄排泄にか
かわるフェロポルチン，細胞内鉄貯蔵にかかわるフェ
リチン，細胞間鉄輸送にかかわるトランスフェリンな
ど枚挙にいとまがない．血液透析患者をはじめ，慢性
腎臓病における鉄代謝の全貌解明も大きな課題である．
これらの分子の機能は，ここ 10 年で明らかにされた
ものが多く，未だに未解決の問題も多い．鉄の腸管吸
収，細胞内への鉄の取り込みとくみ出し，全身の鉄ホ
メオスターシスに関する詳細な分子機構の理解は，鉄
の過剰や欠乏により形成される病態の理解に必須であ
る．
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要　旨

透析（hemodialysis;  HD）患者の死亡原因の約 36

％ が心臓関連死である．心臓関連死として，心臓突
然死，うっ血性心不全，心筋梗塞が約 34％ を占めて
いる．これらの死亡原因の約 80％ 以上は虚血性心疾
患を原因としている．透析患者を管理するうえで，虚
血性心疾患の進展要因，予防方法，治療戦略を正しく
理解することが，患者にとっての生命予後改善のみな
らず QOL 改善に重要である．

緒　言

HD 患者の死亡原因として心臓関連死が最も重要で
ある．なかでも，虚血性心疾患（ischemic heart dis-

ease;  IHD）は心臓突然死や心筋梗塞死のみならず，
うっ血性心不全死の原因として重要である．一般に
IHD は冠動脈疾患（coronary artery disease;  CAD）
が唯一の原因として考えられることが多いが，透析患
者における IHD の原因は多彩であり，①atherosclero-

sis による冠動脈狭窄（CAD），②atherosclerosis の初

臨床と研究

透析患者と虚血性心疾患

長谷弘記　林　俊秀　
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key words：atherosclerosis，血管内皮前駆細胞，vasa vasorum，ischemic heart disease
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図 1　維持血液透析（HD）患者における虚血性心疾患の発症・進展機序
HD 患者の IHD 発症・進展には CAD の重症度以外に心筋要因や大動脈要因も重要である．
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期病変としての大動脈びまん性内膜・中膜肥厚による
aortic stiffness の低下，③高血圧や腎性貧血の長期化
に伴う左室肥大，の 3 要因が互いに関連している．

CAD は一般に 75％ 以上の狭窄を示すと心筋への酸
素供給が低下して IHD 起こす．左室から駆出された
血液は大動脈が拡張することによってプールし，左室
拡張期に大動脈の収縮が冠動脈へ血液を供給するが，
aortic stiffness が亢進した状態では血液のプールが不
十分であるために心筋への酸素供給が低下する．左室
肥大は安静時・負荷時における酸素需要量を増大させ
るため，75％ 未満の CAD や高度の aortic stiffness 亢
進によって需要に応じた酸素供給が相対的に低下する

（図 1）．
一方，最近では HD を含む慢性腎臓病（chronic kid-

ney disease;  CKD）では冠微小循環が低下状態にある
と報告されている1, 2）．冠微小循環障害は coronary flow 

reserve（CFR）の低下によって診断されるが，「ATP

負荷時の最大冠血流速度/安静時の最大冠血流速度」
で測定される HD 患者の CFR 低下理由は，①安静時
の最大血流速度の上昇によるものであって ATP 負荷
時の最大血流速度の低下を認めないこと3），②aortic 

stiffness 亢進によって CFR が低下すること4），③高血
圧性心筋症において CFR の低下を認める5）こと，を考
慮すると，HD を含む CKD 自体が CFR 低下や冠微小
循環障害の原因であると結論づけるのは早計である．

1　HD 患者における IHD または CAD の疫学

著者らの初期の報告6）では，全 HD 導入患者の 62.5

％ に CAD を認め，1 枝病変が 26.7％ で，残る 73.3％

が多枝病変であった．糖尿病非合併患者（44.4％）に
比較して糖尿病合併患者（73.3％）でより高頻度に
CAD を認め，臨床症状や心電図所見との関連性は認
めなかった．その後，積極的な薬物介入治療や生活習
慣指導を行った結果，約 20 年後には保存期 CKD 期間
に心疾患の既往を有する患者を含めた場合には 29％，
保存期 CKD 期間に心疾患の既往を伴わない患者では
15％ にまで減少し，低 BMI，低 HDL-C および高 CRP

患者で IHD/CAD 合併頻度が高いこと，薬物治療とし
ては保存期 CKD 期間に ESA 製剤やレニン・アンジオ
テンシン阻害薬使用患者において IHD/CAD 合併頻度
が少なかった（図 2）7）．

さらに，HD 導入時に IHD/CAD 合併した患者では，
6 カ月以内に約 50％ が心臓突然死や急性冠症候群，
急性心不全で定義した主要心イベント（major adverse 

cardiac events;  MACE）を発症するのに比較して，
IHD/CAD 非合併患者ではわずか 3％ に過ぎなかった

（図 3）8）．しかし，MACE 発症患者の 23 名中 21 名に
冠再灌流療法を行った結果，死亡率には両群間で有意
差を認めていない．一方，維持 HD 患者 677 名を対象
と し て，BMIPP（b-methyl iodophenil-pentadecanoic 

acid）を用いた核医学検査（myocardial perfusion im-

aging;  MPI）を用いて IHD 診断した検討では 31％ の
患者に IHD を認め，3 年後の全死亡率は 18.5％，心臓
突然死（16.0％）が感染症死（21.6％）に次いで多か
った．心臓死の内訳は，心臓突然死が 16％，うっ血
性心不全死が 10.4％，心筋梗塞が 8％ であった（図

4）9）．

図 2　透析導入時の冠動脈疾患合併頻度の時代的推移
　全スクリーニング患者では CAD 合併頻度は 69％ から 25％ に減少（A）．保存期 CKD 期
間に冠動脈疾患非合併患者では CAD 合併頻度は 54％ から 15％ に減少（B）．CAG, coro-
nary angiography;  MPI, myocardial perfusion imaging.（文献 7 より引用）
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2　CAD による IHD の発生および進展機序

2-1　CAD の発生

冠動脈における atherosclerosis の進展した状態が
CAD である．atherosclerosis は酸化ストレス，機械
的ストレス，あるいは炎症性ストレスによる血管内皮
傷害に始まる．血管内皮が傷害を受けるとその表面に

組織因子（第Ⅲ因子），トロンビン受容体，細胞接着
因子（ICAM-1，VCAM-1，セレクチンなど）などが
発現し，単球と接触しやすい状況となる．血管内皮に
接触した単球は内皮下へ侵入してマクロファージに変
化する．マクロファージは過剰な酸化 LDL を取り込
んで泡沫細胞となり，プラークを形成する．

2-2　CAD 抑制因子としての血管内皮前駆細胞

血管内皮前駆細胞（endothelial progenitor cells;　
EPCs）は 1997 年に成人末梢血より発見された10）．
EPCs は血管内皮へ分化し始めたばかりの血管幹細胞
で，基本的に骨髄に多く存在し，虚血・炎症・創傷・
腫瘍形成等の病態下では炎症性サイトカインやエスト
ロゲン等により骨髄から末梢血へ強制動員される．

従来，血管新生（angiogenesis）は成熟血管内皮細
胞の増殖，遊走によって起きると提唱されてきたが，
Heeschen ら11）は，エリスロポエチン（erythropoietin;  

EPO）や強力な血管新生因子（vascular endothelial 

growth factor;  VEGF）が，末梢および心筋虚血部位
に対して EPCs を誘導し，生着，分化，増殖して血管
新生（angiogenesis）や血管内皮の修復を行うことを
発見した．その後，atherosclerosis の多い患者では健
常者に比較して循環血液中の EPC 数が少なく12），そ
の増殖能や遊走能も低いこと，EPC 数はフレミンガ

図 3　無症候性透析（HD）導入患者に対する CAD/IHD スクリーニングと予後
　初期に用いていた CAG を用いたスクリーニングにおいても，その後用いた MPI スクリ
ーニングにおいても CAD/IHD を合併していると診断された患者の MACE 発症率は有意
に高率である．MACE, major adverse cardiac events（心臓突然死，急性冠症候群，急性心
不全）．（文献 8 関連）
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図 4　維持血液透析（HD）患者の原因別死亡頻度
　全体の 36.8％ が心臓関連死であるが，心臓突然死が最も高
頻度である．（文献 9 より引用）
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ム危険因子スコアで評価した心血管疾患リスクと強く
相関する事などが報告され13），今後，血中 EPCs 数が
心血管疾患リスクに関連した生物学的マーカーとして
期待できる可能性が示唆される．また，Ueno ら14）は，
腎機能正常者や腹膜透析患者に比較して HD 患者で
血中 EPCs が有意に少なく，心血管病やと糖尿病の既
往，RA 系阻害薬やスタチンとの関連性は認めないと
している．

Soriano ら15）は，CKD ステージ 3～5 の患者におけ
る循環血液中の EPCs 数がコントロールに比較して約
1/10 まで減少しており，血管石灰化を合併した患者
においてより顕著であったと報告した．また，終末糖
化合物（advanced glycation end products;  AGEs）が
EPCs の分化や動員に関連している可能性が推論され，
血中の AGEs レベルは EPCs レベルと逆相関するとさ
れ，腹膜透析患者よりも透析患者のほうが 3 倍高いと
の報告16），EPCs の移植で虚血部位の血液環流のみな
らず左室収縮能も改善することも実証され，EPC が
心筋細胞にも分化するとの報告もある．

2-3　CAD 促進因子としての血管内皮前駆細胞

Szczech ら17）は，CHOIR 試験の二次解析で，目標
ヘモグロビン値そのものではなく，使用したエリスロ
ポエチンの量が予後を悪化させたと述べている．また，
ヒト冠動脈の栄養血管である vasa vasorum と新生血
管が，冠動脈の発達に重要な役割を果たすという仮説
が 20 年以上前に提唱された18）．vasa vasorum は外膜
側を走行し，外膜から中膜を通り内膜に達する血管栄
養血管である．骨髄で産生された EPCs は vasa vaso-

rum によって内膜に供給されるが，プラークが存在す
る場合にはプラーク内に EPCs を供給する．プラーク
内に遊走した EPCs は内皮細胞以外に，線維芽細胞や
血管平滑筋細胞など多種の細胞へと変異する．さらに，
EPCs は血管新生をきたすため，プラーク周囲には
vasa vasorum が発達する．この vasa vasorum の新生
と EPCs から変異した血管平滑筋細胞の増加がプラー
クの増大をもたらす19）．

2-4　プラーク進展と破綻

冠動脈疾患の合併を防ぐには血管内腔の狭窄のみで
はなく，atherosclerotic プラークの形態学的性状を識
別する必要がある．脆弱性プラークには壊死性コアが

あり，低酸素状態ではマクロファージの断続的な細胞
死によってプラークの進展・破綻が生じる．急性冠症
候群による死亡原因の 3/4 はプラークの破綻による
とされている．一方，vasa vasorum がプラーク内に
侵入して脆弱な新生血管が発達するが，プラーク内で
出血を繰り返すことによって壊死性プラークは増大す
る．Taruya ら20）は，vasa vasorum とプラーク内新生
血管がプラークを不安定化すると報告した．冠動脈ス
テント治療前に左冠動脈前下行枝近位部を光干渉断層
法（optical coherence tomography;  OCT）で観察し，
正常，線維性プラーク，線維性アテローム，プラーク
破綻，線維性石灰化プラークの 5 群に分類した結果，
プラーク破綻群で最も高頻度に新生血管が確認され，
vasa vasorum 容積は線維性プラークの容積に比例し
ていた．また，高コレステロール血症自体が vasa va-

sorum の密度を増加させるが，スタチン投与によっ
て消失するとされている．

以上より，CKD 患者では喫煙や炎症，高血圧など
に伴う酸化・炎症性・機械的ストレスによって血管内
皮傷害が容易に起こる反面，循環血液中の EPCs 数低
下によって内皮細胞の補修が不十分であることが冠動
脈疾患合併頻度を高くする原因であるが，低用量 ESA

製剤の比較的早期からの投与はプラーク進展を抑制す
る可能性がある．一方，高用量 ESA 製剤の投与はプ
ラークを進展させ，プラーク破綻を促進する可能性が
ある．

3　IHD/CAD の診断

HD 患者に合併するうっ血性心不全の原因として，
虚血性心不全が 80％，過大血流シャント性心不全が
10％，弁膜症性心不全が 10％ を占める．CKD 診療に
おいて IHD/CAD の合併は重要な予後予測因子であり，
多枝病変が多く無症候性に進行しやすい．以前は冠動
脈造影（coronary angiography;  CAG）が IHD/CAD

診断のゴールド・スタンダードであったが，冠動脈の
解剖学的狭窄が必ずしも心筋虚血の原因ではないこと
が明らかとなり，また CAG が侵襲的な検査であるた
め，最近では冠動脈 CT や MPI，あるいは両者を融合
した検査が早期のリスク評価には有用であるとの認識
が一般的となった． 

著者ら21）は，保存期 CKD 患者における IHD の合併
頻度と予後を検討した結果，IHD の既往のない保存
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CKD 患 者 に MPI を 行 い，負 荷 血 流 欠 損 ス コ ア
（summed stress score;  SSS）が心血管イベントの独立
した予後予測因子となると提唱し，1 年の観察期間中
に心血管イベントを起こした群は CRP が優位に高く，
Hb 値は明らかに低いことを報告した．SSS が 4 以上
となる患者の割合は，eGFR 30 ml/min/1.73 m2 を境に
多くなる傾向にあった．また，SSS を 0～3，4～7，8

以上の 3 群に分けると明らかに 8 以上，eGFR＜15 ml/

min/1.73 m2 の患者において心イベントの発生率が高
かった（図 5）．

4　IHD/CAD の治療原則

Hachamovitch ら22）は，MPI によって検出した心筋
虚血範囲から治療方針を選択することで，最善のアウ
トカムが得られると報告した．SSS による左室心筋量
に対する虚血心筋の割合で，10～12.5％ 以上の虚血が
証明された場合には，再灌流療法を選択したほうが内
科的治療より予後は良好であるとしている．逆に 10

～12.5％ 以下の場合には内科的薬物療法のほうが予後
は良好といえる．基本的な内科的薬物治療はストロン
グスタチン，心肥大を引き起こす高血圧にはカルベジ
ロールや RA 系阻害薬，腎性貧血には ESA 製剤，大
動脈石灰化にはストロングスタチンや Ca 非含有リン
吸着薬が推奨される．

IHD/CAD 治療に関しては，冠動脈バイパス手術
（coronary artery bypass grafting;  CABG） で は off-

pump CABG が広く行われるようになって安全性向上
やグラフト開存率が向上し，薬物溶出性ステント

（drug eluting stent;  DES）の登場で再狭窄の頻度が低
下傾向を示し，PCI への期待も高まっている．Suna-

gawa ら23）は，慢性 CAD 合併 HD 患者における DES

を用いた PCI と off-pump CABG を比較し，2 年後の
生存率は CABG 84.0％，PCI 67.6％，主要有害心イベ
ント（major adverse cardiac events;  MACE）回避率は
CABG 75.8％，PCI 31.5％ と，有意に CABG のほうが
成績は良好であったとしている．海外においても HD

患者に限局した場合，PCI に比較して CABG でより
良好な予後が得られるとの認識は同様である24）．

最後に

HD 患者にとって IHD/CAD を原因とした主要心イ
ベント（急性冠症候群，うっ血性心不全，心臓突然死
など）発症は生命予後悪化要因となるばかりではなく，
QOL 低下要因となる．したがって，遅くとも HD 導
入時には MPI を中心とした IHD/CAD スクリーニン
グが必要である．また，IHD/CAD 治療においては安
易に PCI や CABG を選択すべきではなく，10％ 未満
の比較的心筋虚血範囲の狭い患者については積極的な

図 5　CKD ステージ別 CAD 合併頻度と 1 年心予後
　CKD ステージ 4～5 で CAD 合併頻度が高い（A）．負荷血流欠損度（SSS）が広範囲にな
ること，eGFR＜15 ml/min/1.73 m2 に低下することが心イベント発症率を増加させる（B）．
SSS, stress summed score.（文献 21 より引用）
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薬物治療を行うことが大切である．特に，PCI 治療後
に使用が必須であるアスピリンや抗血小板薬は重篤な
出血性合併症の発症リスクを増大させることを理解す
ることが重要である．
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要　旨

骨塩量は骨粗鬆症などの診断や治療効果の指標とし
て用いられる．透析患者では骨塩量が低下し骨の強度
が脆弱化するため骨折をきたしやすい．透析患者にお
ける骨塩量低下に対する有効な治療法として骨粗鬆症
対策を中心にまとめた．骨吸収抑制薬として，ビスホ
スホネート，選択的エストロゲン受容体作動薬，デノ
スマブなどがあり，骨形成促進薬としてテリパラチド
製剤がある．いずれの薬剤も透析患者では注意を要す
る点が少なくない．

はじめに

“骨へんに豊” と書いた「體」という字は，「体（か
らだ）」の旧字であり，豊かな骨づくりこそ，健康な
体づくりの基本であるという意味である．

骨は基質（コラーゲン）とミネラル（骨塩）から構
成されており，両者を併せて骨量というが，骨塩量を
骨密度で評価したものを通常骨量として測定している．
骨質の概念は骨回転，骨微細構造，ミネラル化，微小
骨折，骨マトリックス/ミネラル組成から成り立って
いるが，現時点では骨質を臨床で評価する方法は限定
的であり，骨質評価の臨床応用性は高くない．

骨塩量とは，一定量の骨の中に含まれるミネラル分
（Ca，P，Mg など）の量を示す指標であり，骨粗鬆症
の診断や，骨粗鬆症に対する治療の奏功の程度の確認，
骨折の予測などに用いられる．骨塩量の測定には，二

重エネルギー X 線吸収測定法（dual energy X-ray ab-

sorptiometry;  DEXA）が頻用されている．DEXA と
は 2 種の異なるエネルギーを有する X 線を用いて骨
量を測定する方法である．単一のエネルギー光子（X

線，ガンマ線）では，骨組織部分のみの減弱を測定で
きない．しかし，異なるエネルギーの光子を用いるこ
とにより，骨組織と軟部組織とでは減弱に差があるた
めに，数学的に骨組織における密度を把握することが
可能となる．

骨塩量が減少する病態では，骨の強度が低下し骨折
をきたしやすくなる．透析患者では骨塩量が低下する
場合が少なくない．それは，ビタミン D 活性化障害
による活性型ビタミン D の欠乏，副甲状腺機能亢進
症，栄養障害，運動不足，ヘパリンなどの投与が複雑
に関与した結果と云えよう．

原発性骨粗鬆症では骨強度は骨量（70％），骨質
（30％）で規定される．しかし，透析患者では慢性腎
臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常（chronic kidney 

disease-mineral and bone disorder;  CKD-MBD）など
多くの病態が関係してくるため，骨強度における骨量
と骨質のそれぞれの影響の度合いは原発性骨粗鬆症と
は異なると考えられている．

骨塩量測定が有用とされる骨粗鬆症診療のエンドポ
イントは骨折を防止することであり，骨粗鬆症の治療
は骨塩量低下症例に対する対策と同義であることから，
本稿では透析患者における骨塩量低下に対する有効な
治療法として骨粗鬆症対策を中心に述べたい．

臨床と研究

透析患者の骨塩量低下に対する 
有効な治療法はあるか？

惠　以盛　
山東第二医院

key words：透析患者，骨塩量，骨粗鬆症

Or effective treatment is for a decrease in bone mineral density in dialysis patients ?
Santo Second Clinic
Isei Ei
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1　透析患者の現況

近年，透析導入患者の原疾患は糖尿病性腎症が最も
多いことは広く知られている．それに加え，本邦の透
析患者の高齢化は年々進んでおり，2014 年末の日本
透析医学会の統計調査結果1）によれば，透析導入患者
の平均年齢は 69.04 歳であり，全透析患者の平均年齢
は 67.54 歳である．

さらに，2007 年の日本透析医学会の統計調査結果2）

によれば，大腿骨頸部骨折の危険因子として糖尿病，
年齢，透析歴があげられている．したがって，現代で
は透析患者においても高齢に伴う骨粗鬆症発症の危険
性を念頭におかなければならない．ただし，高齢透析
患者の概念は多様で，40～50 歳代で透析導入し，そ
の後 20 年以上透析を受けて高齢になった患者もいれ
ば，70 歳を過ぎた頃に透析導入した患者もいるわけ
となる．前者であれば，長期透析による様々な合併症

（心血管系障害，腎性貧血，腎性骨症，栄養障害など）
を抱えている可能性が高く，また後者であっても加齢
に伴う身体機能の低下に加え，糖尿病であれば動脈硬
化，持続性高血圧であれば心肥大など様々な問題を抱
えていることが考えられる．そのため，透析患者にお
ける「高齢」の概念は患者個々の ADL などにも密接
に関係してくると考える．

腎機能正常者においても加齢とともに腎機能は低下
し，腎不全の合併は骨粗鬆症のリスクとなる．さらに
腎不全患者は，代謝性アシドーシス，Ca・P 代謝異常
や i-PTH（intact-PTH）上昇による高回転骨，さらに
は糸球体濾過率（glomerular filtration rate;  GFR）低
下と骨量低下との間には相関があり，骨塩量減少のリ
スクを併せ持つ．骨塩量減少および骨粗鬆症は，透析
患者においては，異所性石灰化から動脈硬化を促し心
血管系疾患へと導く生命予後悪化の因子となり，単に
骨合併症に留まらない．

2　CKD-MBD と骨粗鬆症の違い

CKD-MBD は「骨や心血管の異常を呈するに至り
うる慢性腎臓病に伴う全身性のミネラル代謝異常」と
定義される3）．傷害される骨の機能は「生体の剛性維
持」と「ミネラル代謝の維持」のどちらでもかまわな
い（おもに細胞外液ミネラル緩衝）．

一方，骨粗鬆症は 2000 年の米国国立衛生研究所
（NIH）におけるコンセンサス会議で「骨強度の低下
を特徴とし，骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾
患」と定義され，この定義には骨量もその原因も言及
されていない．純粋に骨の物理学的強度のみに着目し
た疾患概念であることから，CKD 患者の骨強度が低
下していれば，それはすなわち骨粗鬆症であり，すな
わち CKD であること自体が骨脆弱性の原因であると
云える．

透析患者の骨粗鬆症による骨折に影響する要因には，
表 1 に示す腎機能正常者の要因としてあげられる「コ
ントロールできない因子」と「コントロールできる因
子」に加えて，骨・ミネラル代謝，エネルギー代謝，
低栄養，炎症，酸塩基などを含めた腎不全に特有の異

表 1　一般的な骨粗鬆症のリスク

1. コントロールできない因子
・女性（閉経後）
・高齢
・骨折の家族歴
・骨折の既往
・長期ステロイド服用歴
・早期（45 歳未満）の更年期障害
・甲状腺機能亢進症などの続発性骨粗鬆症を起こす疾患

2. コントロールできる因子
・低体重（BMI＝18＜22）←低体重と低骨密度には高い関連

性を認める
・カルシウム・ビタミン D の摂取不足
・運動不足
・喫煙
・過度の飲酒（利尿作用による Ca 放出）

表 2　透析患者における骨粗鬆症のリスク（一般的要因に加えて）

1. 骨ミネラル代謝，エネルギー代謝，低栄養，炎症性サイトカイン，尿毒素，
代謝性アシドーシス，ホモシステインなど

2. 筋萎縮
3. 関節可動域の低下
4. 神経障害による ADL の低下
5. 転倒頻度の増加（階段の上りは自分の足，下りはエレベーター）
6. 糖尿病（非糖尿病にくらべ 1.4 倍）→骨質劣化，網膜症・ASO などで転倒
7. 透析歴（とくに 20 年以上）
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常に伴う骨質劣化がある．さらに筋萎縮，関節稼働域
の低下，神経障害による ADL の低下や転倒頻度の増
加など多くの要因が存在すると考えられる（表 2）．

3　透析患者の骨折リスク

透析患者の大腿骨頸部骨折発症率は，一般住民の約
5 倍と著しく高いことが報告されている．また，日本
透析医学会の統計調査のデ－タに基づいた現況調査で
は，透析患者は一般人口に比べ大腿骨頸部骨折のリス
クが男性では 6.2 倍，女性で 4.9 倍に上ると報告され
ている4）．また，骨折を生じた透析患者は非骨折透析
患者に比べて死亡率は 4 倍との報告があり5），透析患
者における骨折予防の確立が早期に望まれる．

4　透析患者における骨脆弱性

骨強度は約 70％ が骨量（骨密度），約 30％ が骨質
と説明される．骨質には，微細構造，骨代謝回転，微

細骨折の集積，骨組織の石灰化などがあげられる．そ
して，骨質の異常には，皮質骨内での酸化ストレスの
増大，アパタイト配向性の乱れや非生理的架橋蛋白の
増加などが考えられる6）．

このような中，Kazama らは，透析患者において尿
毒症に由来する骨質劣化に着目し，尿毒症性骨粗鬆症

（uremic osteoporosis）という概念を提唱している7）．
しかし，透析患者では骨強度に与える骨質の影響は大
きいものの，実際の臨床の場では骨質を改善させるに
至る十分なエビデンスを兼ね備えた薬剤が存在しない
ため，現時点で介入可能なのは骨粗鬆症治療薬に集約
される骨量（骨密度）の改善といえるであろう．

5　骨粗鬆症治療薬

CKD ステージ 3 以前の患者は表 3 に示す一般的な
骨粗鬆症治療薬をほぼ使用可能であるが，透析患者で
は腎排泄性による蓄積性を考慮する必要がある．

5-1　ビスホスホネート製剤（BP）（表 4）

BP 製剤は破骨細胞による骨吸収を抑制することで
骨代謝回転を抑える．すなわち，経口あるいは静脈内
注射により投与され，体内に吸収されたうちのおよそ
50％ がそのままの形で腎臓から排泄され，残りの 50

％ が骨基質のハイドロキシアパタイトに特異的に沈
着し，破骨細胞をアポトーシスさせる．

BP 製剤は P-C-P 構造を基本骨格とし，側鎖に窒素
を含まないものを第一世代（エチドロネート），窒素
を含むものを第二世代（アレンドロネート，イバンド
ロネート），環状窒素を含むものが第三世代（ミノド

表 3　一般的な骨粗鬆症治療薬

1. 骨吸収抑制剤
・ビスフォスフォネート（bisphosphonate;  BP）製剤
・閉経後女性に対する選択的エストロゲン受容体作動薬
（selective estrogen receptor modulator;  SERM）

・女性ホルモン
・カルシトニン
・デノスマブ

2. 骨形成促進剤
　・テリパラチド
3. 骨の代謝，バランスを整える
　・カルシウム，Vit D，Vit K
4. 骨コラーゲンの質の改善
　・Vit B，Vit C，葉酸

表 4　透析患者に慎重投与が可能な BP 製剤および禁忌薬

一般名 商品名 用　法 用　量 投与間隔

アレンドロネート

フォサマック® 経口
5 mg 連日

35 mg 週 1 回

ボナロン®

経口
5 mg 連日

35 mg 週 1 回

30 分以上かけて
点滴静注

900 ng 4 週に 1 回

ミノドロネート ボノテオ® 経口
1 mg 連日

50 mg 4 週に 1 回

イバンドロネート ボンビバ® 緩徐に静脈内投与 1 mg 月 1 回

エチドロネート ダイドロネル® 禁忌

リセドロネート アクトネル® 禁忌

（添付文書より改変）
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ロネート，リセドロネート）に分類される．エチドロ
ネートとリセドロネートは腎からの排泄阻害のため透
析患者など重篤な腎障害を有する患者では禁忌となっ
ている．アレンドロネートは，AUC（血中濃度-時間
曲線下面積）の上昇は認めないものの，半減期が延長
するため透析患者では慎重投与となっており，ミノド
ロネートも重篤な腎障害者では排泄が遅延するため慎
重投与となっている．

一般に BP 製剤は，腸管から吸収された後，血中濃
度低下後も骨中に沈着して効果を発揮し，残りは尿中
に排泄される．この場合，透析患者においては骨組織
への沈着の程度は不明とされている．また，エチドロ
ネートを透析患者に使用すると骨軟化症を呈したり，
無形性骨症例に使用すると骨吸収の過剰抑制によりさ
らに低回転骨を増悪させる．さらに，PTH 高値の症
例に使用すると，骨吸収の抑制から低 Ca 血症を惹起
させることになるため注意が必要である．定期的に
Ca，PTH，骨代謝マーカーのモニタリングをする必
要がある．

5-2　選択的エストロゲン受容体モジュレーター

選択的エストロゲン受容体作動薬（selective estro-

gen receptor modulator;  SERM）は，エストロゲン欠
乏により上昇した PTH 感受性を改善することで骨吸
収を抑制する薬剤であり，BP 製剤に比べ骨代謝回転
の過剰抑制の懸念は少ない．また，SERM は骨密度増
加効果以外にも骨構造や骨コラーゲンの架橋異常の改
善などによる骨質改善作用がある．

第二世代のラロキシフェン8），新規 SERM のバゼド
キシフェン9）はいずれも腎障害においても有意に骨量
増加効果が報告されている．CKD 患者における SERM

の適正使用量に関するエビデンスはまだないが，透析
患者にラロキシフェン 60 mg，隔日投与に減量して皮
質骨密度の減少抑制効果や骨代謝マーカーを有意に低
下させた報告がある10）．また，ラロキシフェンの
AUC は，腎機能低下例では腎機能正常者と比較して
約 2 倍であることから，透析患者は 60 mg を 2～3 日
おきの投与（例えば透析日のみなど）でも十分である
可能性が考えられる．一方，バドキシフェンはラロキ
シフェンと異なり腎機能正常者と同量の処方が提議さ
れている．なお，SERM の副作用として静脈血栓症の
存在を忘れてはならない．

5-3　テリパラチド

現在，骨粗鬆症治療薬の多くは，BP 製剤などの骨
吸収抑制薬であるが，PTH 製剤であるテリパラチド
は骨形成促進作用を有し，骨代謝回転を亢進させるこ
となく優れた骨密度増加効果と強力な骨折抑制効果を
認める．すなわち，前骨芽細胞数の増加，骨芽細胞の
アポトーシスの阻害などにより骨芽細胞数を増加させ，
骨アナボリック作用を増強することにより骨密度を増
加させる．

本邦で使用可能なテリパラチド製剤は，連日製剤の
（フォルティオ®； 日本イーライリリー）と，本邦で独
自に開発された週 1 回製剤のテリパラチド酢酸塩（テ
リボン®； 旭化成）があり，使用期限がそれぞれ 24 カ
月，18 カ月と定められている．また，前者はヒト遺
伝子組み換え製剤であり，後者は化学合成ヒト PTH

（1-34）である．Miki ら11）は，原発性骨粗鬆症患者に
対してテリパラチド酢酸塩 28.2 ng を週 1 回，48 週間
皮下投与し，腸骨骨生検にて海綿骨量および骨梁幅の
有意な増加を認め，類骨面や石灰化速度は有意に増加
し，骨吸収面は有意に低下していたことを報告してい
る．

透析患者に対するテリパラチドの報告は欧米でパイ
ロット研究が出ている．いずれも有害事象はなく，6

カ月の観察期間で骨密度の上昇を認めた．一つは，
PTH 中央値 22 pg/mL の透析患者に連日テリパラチド
20 ng/日を透析後に投与し，腰椎では有意差はなかっ
たもの大腿骨において有意に骨密度が上昇した12）．も
う一つの報告は，骨生検で無形性骨症と診断された患
者（PTH 中央値 150 pg/mL）に連日テリパラチド 20 

ng/日を週 3 回，透析後に皮下投与し，腰椎および大
腿骨で骨密度増加傾向を示したものであった（有意差
はなし）．

自験例では，i-PTH 150 pg/ml 以下の血液透析患者
25 例を［PTH 投与群（11 例）：テリパラチド酢酸塩
を 2 週に 1 回皮下注射］，［PTH 非投与群（14 例）：皮
下注射しない］の 2 群に分け，24 週間の観察前後に
おいて，踵骨 BMD（皮質骨），血清学的検査値につ
いて比較検討した．その結果，PTH 投与群で有意に
SOS（speed of sound）値（図 1），および i-PTH 値が
増加した（図 2）13）．

PTH は持続的な刺激の場合は骨吸収優位（カタボ
リック作用）に働くが，テリパラチド製剤のように間
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歇的な刺激の場合は骨形成に有意に作用する（アナボ
リック作用）．テリパラチド製剤を使用するにあたっ
て注意として，PTH には血管拡張作用があるために
低血圧を誘発することがあり，自験例でもテリパラチ
ド酢酸塩投与後に血圧低下例を経験している．

テリパラチド製剤は骨吸収を促進することなく骨形
成を促進する唯一の骨形成促進薬である．しかしなが
ら生涯での使用期間にはそれぞれ制限があり，投与中
止後は骨密度低下に陥らないように速やかに BP 製剤
などの逐次療法を行う必要がある．

5-4　デノスマブ

デノスマブは RANK/RANKL 経路を阻害し，破骨
細胞の活性化を抑制することで骨吸収を抑制する薬剤
である．デノスマブの AUC は腎機能の影響を受けな
いため，透析患者は腎機能正常者と同量投与でよいと
されており，腎機能低下例における骨量増加の報告も
みられる14）．しかし，投与数日後に重度の低 Ca 血症
を惹起することがあり，自験例においても投与後に低
Ca 血症を認めた（図 3）．これは，副甲状腺機能亢進
症を呈している場合，デノスマブの投与により破骨細
胞性骨吸収が抑制されると，細胞外液から Ca が一方
的に骨へと流入し，hungry bone 症候群と同様の状態

図 1　SOS 値の変化
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となるためである．
一般的には投与後約 1 週間前後に血清 Ca 値は最低

値を呈する．したがって，デノスマブ使用にあたって
は，血清 Ca 値を注意深くモニタリングしながら十分
量の活性化型ビタミン D 製剤や Ca 製剤の併用が必要
と考えられる．自験例においても，血清 Ca 値は低下
し，活性型ビタミン D および Ca 製剤にて対応した．
また，デノスマブは 6 カ月に 1 回の皮下投与であり患
者負担も少ないが，今後，長期に使用する場合は，骨
吸収抑制状態下における Ca 負荷による異所性石灰化
の可能性について検討が必要と思われる．

5-5　その他

活性型ビタミン D の投与により PTH が抑制され，
骨密度が増加することが報告されている15）．

シナカルセトによる骨折減少効果は，PTH 300 pg/

mL 以上の二次性副甲状腺機能亢進症を伴う透析患者
を対象とした複数ランダム化比較試験での post-hoc

解析において，骨折リスクを 54％ 減少させたことが
報告されている16）．また，副甲状腺摘出術においては，
大腿骨頸部骨折の骨折リスクを 32％ 低下させたとす
る報告がある17）．

おわりに

透析患者における骨塩量低下に対する有効と思われ

る治療法として骨粗鬆症対策を中心に述べた．
臨床の場においては，脆弱性骨折をきたした透析患

者において，それが骨粗鬆症に起因する骨折なのか
CKD-MBD によるのか18）を区別することは難しく，実
際には骨折の予防・治療に対して戦略を立てることが
一般的である．

透析患者は，CKD-MBD の病態に加えて，酸化スト
レスなどによる骨質の低下などを有し，透析患者の骨
強度は骨塩量検査の実測値よりも減弱している．その
ことに留意しながら，栄養指導，十分な透析，CKD-

MBD の管理，筋力の維持など，骨折を予防する指導
と適切な治療薬の使用が求められると考えられた．
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要　旨

透析医療の進歩と変化に伴って，サイコネフロロジ
ーの課題も変わりつつある．しかし，透析患者のうつ
病が重要な問題であることは今も同じである．最近の
研究で，抑うつ症状が透析患者の生命的予後に悪影響
を与えることがおおむね確認された．日本の透析患者
のうち，大うつ病の症状基準を満たす患者の比率が
9.3％ であることも報告された．抑うつ症状を発見し，
うつ病を診断して治療することは重要な課題である．

はじめに

透析医療の進歩と変化に伴って，サイコネフロロジ
ー（腎疾患患者の心理的・精神医学的な問題を取り扱
う，精神医学と腎臓病学が重なる領域）の課題も変わ
りつつある．現在は，認知症透析患者の治療とケア，
マネジメントなどがサイコネフロロジーのもっとも重
要な役割であろう．今後は，長期透析期における身体
的苦痛と衰弱，入院・入所透析，透析導入を見合わせ
るときや中止するときの倫理的問題と心理的ケアなど
も重要な課題になるものと思われる．それとともに，
透析患者のうつ病はこれまでと同様今後も重要な問題
である．本稿では，透析患者のうつ病に関する最近の
知見を紹介し，うつ病の重要性を述べ，診療の方法を
まとめる．

1　用語について

臨床でも研究でも，抑うつ症状，うつ状態（抑うつ
状態），うつ病，大うつ病（major depression）などの
言葉が，用語の規定なしに用いられていることが多い．
そのために，理解が妨げられたり，意見交換のときに
話がずれてしまったりすることがある．そこで，はじ
めにこれらの用語について概略を述べることにしたい．

1-1　抑うつ症状，うつ状態

抑うつ症状には，抑うつ気分を中心とするさまざま
な精神症状と身体症状が含まれる．代表的な抑うつ症
状は，以下に述べる大うつ病の診断基準の九つの症状
である．また，心理検査注 1）によって抑うつ症状を測
定することもできる．これに対し，うつ状態の規定は
あいまいである．抑うつ気分は必須だが，そのほかに
いくつかの抑うつ症状が集まった状態と考えればよい
であろう．

注 1）　抑うつ症状を測定する心理検査は，うつ病のス
クリーニングまたはうつ病と診断された患者の経
過観察のために用いられる．心理検査によってう
つ病を診断することはできない．

　　 　抑うつ症状を測定する心理検査は，いずれも患者
自身が記載する質問紙検査であり，PHQ-9（Patient 

Health Questionnaire，9-Item Version），SDS（Self-

Rating Depression Scale），CES-D（The Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale），BDI

（Beck Depression Inventory）などがある．どれを
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用いても大きな差異はない．いずれも市販されて
いる．

1-2　うつ病

うつ病という診断は多義的である．現在の精神医学
では，精神疾患は診断基準によって診断される．診断
基準の代表は DSM注 2）である．DSM-IV や DSM-5（注
2 を参照）にはほとんどすべての精神疾患の診断基準
とその解説が掲載されている．このなかに，診断大カ
テゴリーの一つとして「抑うつ障害群（depressive 

disorders）」があり，これがいくつかの亜型に分けら
れる．うつ病という言葉は，この抑うつ障害群全体を
意味するものと考えるとわかりやすい．

注 2）　DSM（the Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders）は米国精神医学会が作成した診
断基準集である．これまでは 1994 年に発表された
第 4 版（DSM-IV）が用いられてきたが，2013 年に
第 5 版（DSM-5）が発表され，2014 年には日本語
版も出版された．今後は臨床でも研究でも DSM-5

を用いることになるが，DSM-IV による研究の結果
は今後も使用可能である．

1-3　大うつ病

上記のように，DSM の抑うつ障害群はいくつかの
亜型に分けられるが，そのなかでもっとも重要なもの
が典型的な抑うつ症状のそろった大うつ病である．表

1 に DSM-5 の診断基準（一部省略）を示した．なお，
大うつ病については，DSM-IV と DSM-5 の診断基準

に大きな差異はない．

2　抑うつ症状と生命的予後との関係

透析患者の心理的・精神医学的問題に関する最近の
重要と思われる知見の一つは，二つのメタ解析1, 2）が
発表され，抑うつ症状が患者の生命的予後に悪影響を
与えることがおおむね確認されたことである．すなわ
ち，透析患者に抑うつ症状がみられた場合，全死因に
よる死亡率が上昇し，しかも上昇の比率はかなり高い

（HR（95％ CI）：1.45（1.27～1.65）1），RR（95％ CI）：
1.59（1.35～1.87）2））．

以上のメタ解析には対象や研究方法の異なるさまざ
まな研究が含まれているが，特に重要な研究は抑うつ
症状を経時的に測定し，これと死亡率の関係を調べた
前向きコホート研究3, 4）である．これらの研究による
と，抑うつ症状がみられるだけではなく，抑うつ症状
が持続したときに死亡率が上昇する．たとえば，Kim-

mel ら3）は，295 人の維持透析患者を 2 年間追跡し，
その間繰り返し心理検査（BDI．BDI については注 1

を参照）を行った．追跡期間中に 114 人（39％）が死
亡したが，死亡率は研究開始時の心理検査ではなく，
繰り返し測定した心理検査のスコアの平均値と有意な
相関を示し，この平均値が 1 SD 上がると死亡率は 32

％ 上昇した．
抑うつ症状がどのようなメカニズムで生命的予後に

悪影響を与えるのかは不明である．抑うつ症状による
治療アドヒアランスレベルの低下，栄養状態の悪化，
免疫機能の低下による感染症の増加などが候補として
あげられている5）．また，一般高齢者についての所見
であるが，抑うつ症状は「フレイル（frailty）」の危険
因子である6），フレイルを介して死亡率が上昇する可
能性も考えるべきであろう．

以上は，透析患者の抑うつ症状，特に持続する抑う
つ症状とその治療の重要性を示す所見である．なお，
日本における透析患者の死亡率は，高齢患者が多いに
もかかわらず，1 年間で約 10％ であり‡1），上記 Kim-

mel らが対象とした症例の 1/2 程度にとどまる．特有
の進歩をとげた日本の透析医療7）においても以上の所
見が認められるのかについて，日本での調査が必要で
あろう．

表 1　大うつ病の診断基準（DSM-5，一部省略）

①　ほとんど 1 日中，ほとんど毎日の抑うつ気分（気分転換が
難しい）

②　ほとんど 1 日中，ほとんど毎日の興味や喜びの喪失（ほと
んどすべてのことに興味がわかない）

③　ほとんど毎日の食欲低下，体重減少
④　ほとんど毎日の不眠
⑤　ほとんど毎日の精神運動制止（外からみて元気がない），

または焦燥（外からみて落ち着かない）
⑥　ほとんど毎日の疲労感，気力の減退
⑦　ほとんど毎日の無価値感，罪責感
⑧　ほとんど毎日の思考力・集中力の減退，決断困難
⑨　自殺念慮，自殺企図

　以上のうち，①または②を含む 5 つ以上の症状が 2 週間以上
持続し，患者に強い苦痛を与えるか生活を妨げ，これが身体疾
患や薬の副作用ではないときに，大うつ病と診断する．

（　）は筆者による付記．



透析患者のうつ病 315

3　日本の透析患者のうつ病の有病率および 

　関係する因子

日本では透析患者におけるうつ病の有病率が諸外国
よ り 低 い 可 能 性 が あ る．DOPPS（the Dialysis Out-

comes and Practice Patterns Study）の一つとして行わ
れた Lopes らの研究8）によると，うつ病の 1 年間有病
率は，北米，ヨーロッパ，オセアニアなど 11 カ国の
10.6～21.7％ に対し，日本では 2.0％ であった．しか
し，Lopes らはうつ病の診断方法を規定していない．
これは正確な方法ではなく，この結果に基づいて日本
の透析患者におけるうつ病の有病率が低いとはいえな
い．また，もし有病率が低いとしたら，それがなぜな
のかも重要な検討課題である．

そこで，筆者らは精神医学的に正確な方法を用いて
日本の透析患者のうつ病の有病率を調査した9）．調査
の対象は，東京近郊のある透析クリニックに通院して
いる維持透析患者 118 例（認知症などのために面接が
困難であった患者は除外した）のうち，研究参加に同
意した 108 例である．これらの患者に精神科医が SCID

（the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I 

Disorders）という構造化面接（規定された面接方法
に従って症状などを質問する）を行い，DSM-IV の大
うつ病の有無を判定した．

この調査で，DSM-IV の大うつ病の診断基準の症状
基準を満たした患者は 10 例（9.3％）であった．この
9.3％ という時点有病率は，Lopes らの研究における
うつ病の 1 年間有病率 2.0％ に比較してかなり高い．
これは，透析患者のうつ病が日本においても重要であ
ることを示す所見である．

一方，今回の調査の 9.3％ という時点有病率は，
Lopes らの研究における他の 11 カ国の 1 年間有病率
10.6～21.7％ よりも低い．この研究以外に，面接を行
いなんらかの診断基準を用いてうつ病を診断した欧米
諸国の研究もあるが，これらの研究におけるうつ病の
時点有病率の平均値（95％ CI）は 22.8％（18.6～37.6

％）10）である．このうち，今回の調査と同じ方法，す
なわち SCID による構造化面接を行って DSM-IV の大
うつ病の時点有病率を調べた米国とノルウェイの研究
だけをみても，有病率は 14.7％11）から 20％12）となる．
これらすべてに比較して，今回の調査における有病率
は低い．

この低い有病率はどのような理由によるのであろう
か．これを考えるときには，透析患者の抑うつ症状あ
るいはうつ病の危険因子の知識が有用であろう．系統
的レビュー13）では，合併症の存在，低い健康関連 QOL，
対人交流の不足などが特に重要な危険因子としてあげ
られている．これらの一部について，今回の調査の結
果を DOPPS の所見14）と比較することができる（表 2）．
表 2 をみると，今回の調査では冠動脈疾患，うっ血性
心不全，肺疾患の頻度が，北米，ヨーロッパとオセア
ニア諸国より低く，配偶者のいる患者，家事を行って
いるか定職をもっている患者の比率が高いことがわか
る．さらに，これらの特徴が DOPPS に参加した日本
の多くの施設と共通であることもわかる．すなわち，
日本の透析医療の特徴である合併症が少ないことや，
患者の身体状態が比較的良好であること7），さらに日
本の家族構成の特徴などが，今回の調査における低い
有病率の理由の一つであったと考えることができるで
あろう．

表 2　今回の調査の結果と DOPPS の所見との比較

今回の調査 
（％） 

（n＝108）

DOPPS（Untas : 2011）14）

北　米 
（％） 

（n＝6,807）

ヨーロッパ，
オセアニア

（％） 
（n＝10,144）

日　本 
（％） 

（n＝5,500）

合併症
　冠動脈疾患 22.9 56.8 43.5 27.5
　うっ血性心不全  9.5 43.9 30.7 15.0
　肺疾患  2.9 14.8 12.0  1.9
　脳血管障害 14.3 17.5 16.2 12.7

社会人口動態学的因子
　配偶者あり 82.5 49.9 61.7 73.0
　同居者あり 93.2 74.8 78.4 87.8
　家事または定職あり 43.7 19.2 25.2 57.9
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今回の調査は 1 施設における調査であり，今後の調
査が必要である．さらに，このような調査によって，
日本における透析患者のうつ病の危険因子について検
討することも重要な課題であろう．

4　うつ病の診断と治療

以上に述べたように，透析患者のうつ病の適切な診
療は日本においても重要である．以下，その具体的な
方法を述べる．

4-1　抑うつ症状の発見

抑うつ症状を発見する手がかりは，①不眠，②身体
疾患によって説明されない身体症状（medically unex-

plained physical symptoms）（倦怠感，いわゆる自律
神経失調症状，筋緊張症状などで，腎不全・透析およ
び他の身体疾患が原因と思われない場合）15），③言動
に活気がない，④それまで良好だった治療アドヒアラ
ンスが悪化する，などの症状である．さらに，⑤心理
検査を行い，合計スコアが検査ごとに定められた閾値
を越えたときも強い抑うつ症状が生じている可能性が
ある．

このようなときは，率直に気分の状態を質問するこ
とがよいであろう．たとえば，「心配していること
は？」「気持ちのつらさは？」などと訊ねる．自分か
らは抑うつ気分などの感情症状を述べないとしても，
患者は質問されればこれらを肯定し，そのほかの症状
についてもさらに詳しく述べることが多い．

4-2　うつ病の診断

患者が抑うつ症状を肯定したときには，DSM-5 の
診断基準を用いて大うつ病の有無を確認することがよ
いであろう．軽症で大うつ病と診断されない患者もい
るが，これらの患者では経過をみるゆとりがあること
が多い．DSM-5 の大うつ病の診断基準は，比較的把
握しやすい症状とその短期経過のみに簡略化され，精
神科以外の医療者もこの診断基準を用いることができ
る．

4-3　精神科医への紹介

大うつ病と診断したらすぐに精神科医に紹介するの
かという問題がある．腎不全と透析，透析患者の心理
などに詳しい精神科医は少ない．精神科医が，透析患

者には不適切な薬物や多量の薬物を処方することも稀
ではない．したがって，透析医療者が初期治療を行い，
その効果が不十分であったときに精神科医に紹介する
ことがよいであろう．一方，早急に精神科医への紹介
が必要な場合もある．これらを表 3 にまとめた．

4-4　大うつ病の治療

大うつ病の治療では抗うつ薬が処方されることが多
い．そのほかに，病気と治療に関する説明（表 4），
家族（医療者も同様である）の患者への接し方の説明

（表 5）も重要である．また，このときに医療者が透
析患者の一般的な心理社会的ストレス因子（表 6）を
知っているとより適切な対応を行うことができる．

抗うつ薬の処方であるが，透析患者では抗うつ薬の
うち選択的セロトニン再取り込み阻害薬（selective 

serotonin reuptake-inhibitors;  SSRI）を 1 種類処方す
ることがよい．一般に重症身体疾患患者では抗うつ薬
の効果が弱まるが16），それでもある程度有効なことが
多い．SSRI の副作用は，5～10％ 程度の患者に服用
開始時に軽度の悪心，頭痛，眠気などがみられるが，
服用を続けると数日で消失する．深刻な副作用は原則
として生じない．薬物相互作用が大きな問題になるこ
とも少ないが，薬物相互作用が特に少ない SSRI は
escitalopram（レクサプロ®）と sertraline（ジェイゾ
ロフト®）である．

処方量であるが，各 SSRI の通常の使用開始量から
処方し，1～2 週後に常用量下限に増量して，処方開
始から 4～8 週間状態を観察する．SSRI は肝代謝性で
あり，透析患者にもおおむね安全に用いることができ
る．しかし，排泄はやや遅延し，血漿蛋白が減少して
いるために遊離型の薬物が増加する．透析患者では，
常用量下限あるいは常用量の 2/3 以下17）の処方量にと
どめることが原則であろう．

透析患者では腎排泄性の薬物に注意すべきである．
SSRI 以外の抗うつ薬の milnacipran（トレドミン®），

表 3　精神科医への紹介が必要な場合

1. 初期治療の効果が不十分であったとき（大うつ病の治療を
行ったが，4～8 週しても変化がみられないとき）

2. 早急に精神科医への紹介が必要な場合
・抑うつ症状が強いとき：一見して症状が重い，不安・焦燥

が強い，深刻な自殺念慮や自殺企図がある，うつ病性の妄
想がある，接触が深まらない，など

・双極性障害やその他の精神疾患，人格障害が疑われるとき
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抗精神病薬だが少量処方で抗うつ作用をもつ sulpiri-

de（ドグマチール®）などがこれに該当する．これら
の薬物は透析性があり使用禁忌ではないが，蓄積の危
険性を考えて，処方しないことがより慎重な態度であ
ろう18）．

このときに，抗不安薬・睡眠薬はできるだけ併用し
ないほうがよい．これらはうつ病を治す薬物ではなく，
特に透析患者では倦怠感，眠気，脱力，認知機能の低
下などの副作用が生じやすい．しかも依存性があり，
いったん処方すると中止することはかなり難しい．

おわりに

日本においても透析患者のうつ病が重要であること
を述べ，治療の方法について具体的に記載した．
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要　旨

常染色体優性多発性嚢胞腎（autosomal dominant 

polycystic kidney disease;  ADPKD）は最も頻度の高い
遺伝性腎疾患である．遺伝子の発見から病態生理の解
明が進み，嚢胞増大を抑制するとされる新しい治療薬

（バソプレシン受容体拮抗薬）が開発され，現在多く
の患者に使用され始めている．本稿では ADPKD の病
態，トルバプタンの臨床試験，適応，投与の実際まで
概説する．

1　常染色体優性多発性嚢胞腎とは

常染色体優性多発性嚢胞腎（autosomal dominant 

polycystic kidney disease;  ADPKD）は，主に成人で発
症し，両側腎臓に多発性の嚢胞が進行性に発生・増大
し，腎機能が低下する，最も頻度の高い遺伝性腎疾患
である（3,000～7,000 人に 1 人，本邦の透析導入原疾
患で 3％ を占める）1）．ほとんどが 30～40 歳代まで無
症状で経過するが，次第に嚢胞増大による腹部圧迫症
状（側腹部痛，腰痛など）などが出現し，腎機能が
徐々に低下する．高血圧，肝嚢胞，脳動脈瘤，嚢胞感
染，嚢胞出血，尿路結石なども合併する全身性疾患で
ある．

2　ADPKD の原因遺伝子と遺伝様式

二つの原因遺伝子が同定されており，85％ の患者

が PKD1（16p13.3），15％ の患者が PKD2（4q21）遺
伝子変異をもつ．PKD1 家系のほうが PKD2 家系より
も進行が速い．「58 歳未満での末期腎不全が家系内に
1 人でもいれば PKD1 家系の可能性が大きい」との報
告もあり2），家族歴聴取のさいには罹患者の末期腎不
全年齢を確認すると予後推定に有用な情報となる．家
族歴がない場合もあるが，患者が生まれるときに生じ
た「突然変異」が原因であり，診断の否定にはならな
い．常染色体優性遺伝であり，男女差はなく，子供へ
の遺伝は「お子さんが生まれるときに 1/2 の確率で
変異遺伝子を受け継ぐ」ため，子供全員が罹患者のこ
とも，全員が健常者のこともある．

3　ADPKD の病態 
 　　――　嚢胞形成機序

ADPKD の大きな特徴のひとつは，遺伝性疾患にも
かかわらず，成人になり病態が進行してくることであ
る．径 0.03～0.04 mm の尿細管が拡張し始め，径 0.2 

mm 以上の顕微鏡的嚢胞となり，それが径 1 mm 以上
になると MRI でようやく検出可能となる．成人での
嚢胞成長率は年 17％ とされており，出生時に径 5 mm，
径 0.5～1 mm の嚢胞が径 10 mm になるまでかかる年
数は，それぞれ 15 年，40 年と推定される3）．そのため，
嚢胞が大きくなり，腎臓全体が腫大し，圧迫症状や腎
機能障害を起こすまでには相当な年月を要する．すな
わち，なんらかの症状や身体所見，検査所見に異常を
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きたしてくるのは，多くの場合，「成人になってか
ら」である．

では，実際に嚢胞はどのように形成されていくのか，
これまでの知見をまとめる．

3-1　遺伝学的発症機序―ツーヒット説―

ADPKD は優性遺伝性疾患のため，2 対の PKD 遺伝
子（PKD1 あるいは PKD2）のうち 1 対は正常な PKD

遺伝子であり，それが正常に働いている限り，嚢胞は
形成されない．嚢胞が形成されるのは，尿細管細胞に
おいて 1 対の正常な PKD 遺伝子に体細胞変異が起こ
り，PKD1 あるいは PKD2 遺伝子の機能が完全に喪失
することにより嚢胞が形成される（ツーヒット説）1）．

3-2　嚢胞形成機序

PKD1 蛋白である PC1（polycystin 1）は膜貫通型受
容体，それに結合する PKD2 蛋白である PC2（poly-

cystin 2）はカルシウム（Ca）チャネルである．両者
は尿細管上皮細胞の繊毛（cilia）に局在し，PC1 が尿
流を感知するセンサーとしてシグナルを PC2 に伝達

すると，細胞内に Ca が流入し，尿細管の太さ（径）
が調節される． 

ADPKD では，PC1 あるいは PC2 の機能喪失によ
り細胞内 Ca 濃度が減少すると，サイクリック AMP

（cAMP）を分解する phosphodiesterase 活性の低下，
ならびに cAMP を合成する adenylcyclase 活性の上昇
をもたらし，細胞内の cAMP が増加する．cAMP は
protein kinase A（PKA）を介して尿細管上皮細胞増殖，
嚢胞液貯留を起こし，嚢胞が形成される（図 1）．し
かし，arginine vasopressin（AVP）欠損ラットを掛け
合わせた PCK ラットでは嚢胞はほとんど形成されな
い．そのラットに dDAVP（デスモプレシン）を投与
したところ，嚢胞形成が促進されたことから，バソプ
レシンが嚢胞形成のトリガーになっていることが示唆
された4）．すなわち ADPKD の尿細管細胞では，ポリ
シスチンの異常により細胞内 cAMP が増えやすい状
態にあり，バソプレシンが作用すると cAMP がさら
に増加し，細胞増殖，囊胞液分泌が促進され，囊胞の
増大がおこることが想定されている（図 2）1）．

図 1　嚢胞形成機序
　ADPKD では，PC1 あるいは PC2 の機能喪失により細胞内 Ca 濃度が減少すると，サイ
クリック AMP（cAMP）を分解する phosphodiesterase 活性の低下ならびに cAMP を合成
する adenyl cyclase 活性の上昇をもたらし，細胞内の cAMP が増加する．cAMP は protein 
kinase A（PKA）を介して尿細管上皮細胞増殖，嚢胞液貯留を起こし，嚢胞が形成される．
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図 2　嚢胞形成におけるバソプレシンの役割
　ADPKD の尿細管細胞では，ポリシスチンの異常により，細胞内の cAMP が増えやすい
状態にある．そこにバソプレシンが作用すると細胞内の cAMP が増加し，PKA の活性化
を介して細胞増殖，囊胞内への液分泌が促進され，囊胞の形成，増大がおこると考えられ
ている．

バソプレシン
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囊胞液の分泌 細胞増殖

cAMP
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 CFTR  
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囊胞

図 3　ADPKD の腎容積と腎機能の推移
　ADPKD における腎機能はネフロンの代償機構により，嚢胞が増大し，腎臓がかなり腫
大するまで腎機能の低下は認められない．8 年間の経過観察で CKD ステージ 3 に至った
患者の平均 htTKV は女性で 1,211 cc/m，男性で 1,311 cc/m であったが，8 年前の htTKV
が 600 cc/m 以上の患者の 74％ が 8 年以内に CKD3 に至り，逆に htTKV が 600 cc/m 未満
であれば，25％ しか 8 年以内に CKD3 に至らないという結果が示された．
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4　ADPKD の臨床経過 
 　　――　腎機能障害

ADPKD では，40 歳頃から糸球体濾過値が低下し始
め，約 70 歳までに半数の患者が末期腎不全に至る．
その低下速度は平均 4.4～5.9 ml/min/yr といわれてい
る．嚢胞は徐々に増加・増大し，腎臓は腫大する．同
時にネフロンは減少し，嚢胞周囲は線維化し，腎機能
が低下する．腎機能はネフロンの代償機構により，嚢
胞が増大し，腎臓がかなり腫大するまで腎機能の低下
は認められない．

糸球体疾患では，尿蛋白量や腎生検所見が疾患の進
行の指標になるが，ADPKD では，明らかな指標にな
るものはない．しかし，最近では両腎容積（total kid-

ney volume;  TKV）が腎機能とある程度相関すること
が報告されており，TKV を測定することにより，疾
患の進行度を把握することが試みられている（片腎容
積＝（長径）×（短径）×（奥行き）×r/6，あるいは片腎
容積＝（長径）×（短径）2×r/6）．最近の報告では，身
長 1 m あたりの両腎容積（htTKV）を疾患進行度の指
標として用いることが提唱された．htTKV のカットオ
フ値を 600 cc/m とすると，「8 年以内に CKD（chron-

ic kidney diseasse）ステージ 3 に至る」指標として，
感度が 74％，特異度が 75％ であったと報告された5）．
すなわち，htTKV が 600 cc/m 以上であれば，74％ の
患者が 8 年以内に CKD 3 に至り，逆に htTKV が 600 

cc/m 未満であれば，25％ の患者しか 8 年以内に CKD 

3 に至らないという結果であった（図 3）．

5　ADPKD の新たな治療薬 
 　　――　バソプレシン受容体拮抗薬トルバプタン

いくつかの嚢胞形成抑制を目的とした薬剤の臨床試
験が行われた．中でも注目すべきは，上述した c-AMP

産生を抑制するバソプレシン受容体拮抗薬トルバプタ
ンの臨床試験である6）．

5-1　トルバプタンの臨床試験（TEMPO 試験）

（1）　概　要
第 3 相二重盲検多施設共同研究が 2007～2012 年の

間に 3 年間の治験が行われ，18～50 歳の 1,445 名が参
加した．その主な参加基準は，両腎容積が 750 ml 以上，
かつクレアチニンクリアランス（Cockcroft-Gault

式）60 ml/min 以上であった．実薬：偽薬＝2：1 で
行われ，第 1 次エンドポイントは両腎容積の変化，第
2 次エンドポイントは臨床症状の進展，腎機能の悪化
とした．

（2）　有効性
①　グローバル試験
両腎容積の増加がトルバプタン群で年 2.8％ であっ

たのに対し，偽薬群では年 5.5％ と有意に悪化してい
た6）．また偽薬群に対しトルバプタン群では，イベン
ト数（44：50 イベント/100 フォローアップ/年），腎
機能悪化の割合（2：5 イベント/100 人/年），腎臓痛
の割合（5：7 イベント/100 人/年）が有意に少なかっ
た．さらに推定糸球体濾過値（eGFR）がトルバプタ
ン群で－2.72（ml/min/1.73 m2/yr）と偽薬群の－3.70

（ml/min/1.73 m2/yr）と比較して有意に腎機能の低下
速度が緩徐であった．

②　CKD ステージ別サブグループ解析
腎機能別に見たサブ解析も報告されている．いずれ

のステージでも腎容積の増大を有意に抑制していた7）．
年次別効果では，いずれのステージでも 1 年目に大き
な効果が現れていることが示された．さらに CKD 2，
CKD 3 においては，2 年目も 3 年目も効果が持続して
いた（図 4）．

腎機能については CKD 1 ではもともと腎機能が良
好であり，有意差は出なかったが，CKD 2，CKD 3 に
おいては，腎機能低下速度を有意に抑制していた（そ
れぞれ 29.1％，31.0％）．その結果，3 年後最終受診時
の CKD ステージ割合では，偽薬群で次のステージに
移行している患者が多かった（図 5）．

③　日本人サブグループ解析
日本人 177 人におけるサブグループ解析での両腎容

積の年間変化率は，トルバプタン群で 1.3％/年，プラ
セボ群で 5.0％/年と日本人ではより効果が大きかっ
た8）．個人別の年間の変化を示したものではトルバプ
タン群の半数近くで腎容積が減少していた（図 6A）．
eGFR の変化率は偽薬群で－5.05（ml/min/1.73 m2/

yr）だったのに対して，トルバプタン群では－3.83

（ml/min/1.73m2/yr）と腎機能低下速度抑制効果を示
した．個人別の変化でも 3 年間で－10（ml/min/1.73 

m2/yr）以下に抑えられている患者の割合が多かった
（図 6B）．
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（3）　有害事象
トルバプタン群において，ADPKD に関連する副次

的イベントは少なかったが，ADPKD に関連しない水

利尿や肝機能障害のイベントが多く，そのために継続
不可となった割合が 23％ と偽薬群の 14％ に対してよ
り多かった6）．逆にトルバプタン群に比べて偽薬群で

図 4　TEMPO 試験結果（CKD ステージ別サブ解析）両腎容積の変化
　いずれの CKD ステージでも腎容積の増大を有意に抑制していた．年次別効果では，い
ずれの CKD ステージでも 1 年目に大きな効果が現れていることが示された．さらに CKD2，
CKD3 においては，2 年目も 3 年目も効果が持続していた．（文献 7 から引用，一部改編）
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図 5　TEMPO 試験結果（CKD ステージ別サブ解析）腎機能の変化
　CKD1 ではもともと腎機能が良好であり，有意差は出なかったが，CKD2，CKD3 にお
いては，腎機能低下速度を有意に抑制していた．その結果，3 年後最終受診時の CKD ス
テージ割合では，偽薬群で次のステージに移行している患者が多かった．（文献 7 から引
用，一部改編）
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血尿ならびに嚢胞感染症の頻度が高かった．

（4）　結　論
以上より，トルバプタンは偽薬群に対して，3 年間

の両腎容積増加ならびに腎機能低下を抑制し有効性を
示すことはできたが，副次的合併症のために継続困難
な患者の割合が多かったと結論している．

5-2　トルバプタンの適応

2014 年 3 月に世界で初めて日本でトルバプタンが
「進行性の常染色体優性多発性嚢胞腎」患者に対して
保険適応として認可された．その適応は，①両側総腎
容積（TKV）750 ml 以上，かつ②腎容積増大速度（Δ
TKV）：概ね 5％/年以上，を満たすという条件がある
ために腎容積の測定が 2 回以上必要となる．また主な
禁忌は，eGFR 15 ml/min/1.73 m2 未満，妊婦，妊娠し
ている可能性のある婦人である．

適応を考えるうえでの留意点として，年齢，性別，
両側総腎容積，腎容積増大速度，腎機能，高血圧合併，
遺伝子型，脱水などの有害事象に対応できるか，など

が考えられる．さらに腎機能の推移，女性では挙児希
望も含めて生活環境も十分に考慮する必要がある．最
近，約 700 人の患者解析から得られた，年齢と腎容積

（htTKV）をもとにした腎機能の推移を予測するグラ
フも報告されており，適応を考慮するうえで有用と思
われる9）．

5-3　トルバプタン投与の実際

トルバプタンは入院下での投与開始が義務付けられ
ている．私どもの施設では 2 泊 3 日の入院としている．
1 日目は入院直後に内服，2 日目は患者の生活に合わ
せた内服時間を設定する．通常量（トルバプタン 60 

mg）を投与した 17 例の尿量は，1 日目 8.6 L，2 日目
7.0 L，尿回数は 1 日目 24 回，2 日目 20 回，夜間尿回
数は 2 日ともに 2～4 回程度，体重は若干減少傾向で
あった．

トルバプタンの投与を開始した患者の 1 例を図 7 に
示す．

午前 10 時に入院し，11 時に 45 mg 内服したところ，
2 時間後から 30～40 分おきの排尿が認められた．18

図 6　TEMPO 試験結果（日本人サブ解析）両腎容積の変化と腎機能の変化
　日本人での両腎容積の年間変化率はトルバプタン群で 1.3％/年，プラセボ群で 5.0％/年
であった．グラフは個人別の年間の変化を示したものでトルバプタン群の半数近くで腎容
積が減少していた（図 6A）．eGFR の変化率は偽薬群で－5.05（ml/min/1.73 m2/yr）だっ
たのに対して，トルバプタン群では－3.83（ml/min/1.73 m2/yr）と腎機能低下速度抑制効
果を示した．個人別の変化でも 3 年間で－10（ml/min/1.73 m2/yr）以下に抑えられてい
る患者の割合が多かった（図 6B）．（文献 8 から引用，一部改編）
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時 30 分に 15 mg 内服後は約 1 時間おきになり，夜間
は 2 回の排尿があった．翌日の朝の内服まで尿回数は
17 回で（1 日換算で 20 回），尿量は 10.7 L（1 日換算
で 12.8 L）に達した．飲水量が 8.75 L であったため体
重は 2 kg 減少したが，脱水症状は認められなかった．
2 日目も同量を継続し，本人の日常生活に合わせて朝
7 時に内服した．排尿間隔は約 1 時間ごとになり，夜
間は 1 回のみだった．1 日尿回数は 16 回，尿量は 7.05 

L まで減少し，さらに飲水量は 6.3 L だったが，体重
はほとんど変化がなかった．

その後，外来では，尿量測定はできていないが，飲
水量から逆算すると 1 日尿量は 5～6 L である．その
後，90 mg，120 mg と投与量を増量したが，尿量増加
はほとんどなく，夜間尿もほとんどなく経過している．
本患者の両腎容積の変化率は投与前の 7％/年が投与
後は－0.5％/年と縮小していた．

5-4　経済的支援―指定難病―

本薬剤は非常に高価であるが，2015 年 1 月から「難
病新法」が制定され，多発性嚢胞腎（ARPKD ならび

に ADPKD）が難病に指定され，経済的な支援が始ま
った．申請には，患者が保健所で申請書を受け取り，
難病指定医が臨床個人調査票を記入する必要がある．

6　おわりに

トルバプタンが認可されてから 2 年経過し，多くの
患者に投与され始めた．まだ腎機能に対する長期効果
など不明な点も多い．臨床試験においても顕著な効果
が認められた患者もいれば，そうでない患者もいたこ
とからも，今後も症例の蓄積とともに詳細な解析を行
っていくことが重要と思われる．
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要　旨

先行的腎移植とは，末期腎不全の腎代替療法として，
慢性維持透析療法を経ずに腎移植を行うことである．
2000 年前後から大規模臨床研究によって患者の生命
予後，移植腎予後の観点からその優位性が報告され，
わが国においても昨今の臨床統計では生体腎移植の約
3 割を占めている．本稿では先行的腎移植の現況と問
題点について国内外の報告を交えて解説したい．

はじめに

「末期腎不全に対する腎代替療法」といえば，「透析
療法」とくに「血液透析」がまっさきに頭に浮かぶ．
それは今でもまぎれもない事実である．「腎移植」は
理想的な腎代替療法ではあるが，ドナーを必要とする
ことから，とくに献腎提供が極端に少ないわが国にお
いては，適切な生体ドナーが得られる場合にのみ選択
しうる治療法であって，末期腎不全に陥ったならば，

「まず透析療法に導入してから」移植について考える，
というのが常識とされていた．

しかし 2000 年を境に，欧米の高名な腎臓内科医か
ら，大規模臨床データを駆使した研究により，「慢性
維持透析療法への導入を経ない」腎移植，すなわち

「先行的腎移植（pre-emptive kidney transplantation；
PEKT）」は患者生存率と移植腎生着率において有利
である，という報告がなされ，前述の「常識」が覆さ
れはじめた．わが国でもとくに小児においては，成長

発育や就学における優位性から，PEKT が選択される
傾向は以前からあったが，これらの報告からその傾向
は一気に加速するとともに，成人においても PEKT

が徐々に普及し，昨今では生体腎移植の約 3 割を占め
るに至っている．

いっぽう，わが国の透析療法の成績は世界有数のレ
ベルにあり，欧米に比べて生命予後はきわめて良好で
ある．「PEKT の成績が慢性維持透析療法よりも良好
である」という欧米のデータがそのままわが国でも当
てはまるのかどうかについての検証も必要である．本
稿では PEKT についての国内外の報告からその優位
性と問題点を紹介するとともに，わが国の末期腎不全
に対する腎代替療法における PEKT の位置づけと今
後の課題について述べてみたい．

1　PEKT の優位性について

PEKT は透析導入後の腎移植と比較して患者生存率，
移植腎生着率が優れていることが注目された．Meier 

Kreische ら1）は，USRDS から 7 万例以上を抽出し，
PEKT は透析導入後 6～12 カ月，12～24 カ月，24～
36 カ月，36～48 カ月，48 カ月以上と比較して死亡リ
スクが各々 21, 28, 41, 53, 72％ 低く，0～6 カ月，6～
12 カ月，12～24 カ月，24 カ月以上では移植腎喪失リ
スクが各々 17, 37, 55, 68％ 低いと報告した（図 1）．
Mange ら2）も，USRDS から生体腎移植 8,481 例を抽
出し，PEKT の移植腎喪失リスクは透析後移植より 1

年：52％，2 年：82％，3 年：86％ 低 い こ と，PEKT
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では急性拒絶反応や移植腎機能発現遅延（delayed 

graft function;  DGF）が少ないことを示した（図 2）．
また Meier Kreische ら3）は，同一献腎ドナーから移

植を受けた PEKT 患者と透析患者の成績を比較し，
透析歴 6 カ月以内の患者は 24 カ月以上の患者と比べ
て急性拒絶反応，DGF は有意に少なく，5 年，10 年
移植腎生着率は前者 78％，63％ に対し後者 58％，29

％ と，その差は移植後年数が経つほど大きくなるこ

とを報告（図 3）している．Naveed ら4）は，SLE に対
する PEKT のみを抽出しているが，生命予後・移植
腎生着共に良好で再発は少ないと結論づけている．

2　わが国における腎移植と PEKT の現況

わが国における腎移植は依然として献腎移植が年間
200 例に満たない状況ではあるが，生体腎移植の実施
数は増加しており，年間約 1,600 件が行われている．

図 1　透析期間と移植腎生着率
　PEKT と比較して透析導入後 6-12 カ月，12-24 カ月，24-36 カ月，36-48 カ月，48 カ月
以上では，死亡リスクが各々 21, 28, 41, 53, 72％ 上昇していた．移植腎喪失リスクは 0-6
カ月，6-12 カ月，12-24 カ月，24 カ月以上では各々 17, 37, 55, 68％ 上昇していた．

（文献 1 より）
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日本移植学会・臨床腎移植学会によって集計された直
近の成績‡1）を図 4 に示す．生体腎移植で 5 年生存率
96.2％・生着率 92.8％，献腎移植で 5 年生存率 91.2

％・生着率 83.9％ を達成しており，これは United 

Network for Organ Sharing（UNOS）から発表されて

いる米国の成績を凌駕している．
わが国における PEKT の歴史をふりかえってみる

と小児慢性腎不全は，成長発育，就学の問題ならびに
ブラッドアクセスや腹膜アクセスの造設・維持につい
ての困難さから，腎移植の絶対的適応と考えられ，透

図 3　同一献腎ドナーから腎移植を受けた PEKT 群と non-PEKT 群の移植腎生着率の比較
　同一ドナーから献腎移植を受けた PEKT 患者と透析後移植患者の成績を検討した．
　透析歴 6 カ月以内と 24 カ月以上での比較では PEKT の急性拒絶反応，DGF は有意に少
なく，5 年，10 年腎正着率では PEKT 78％，63％ VS. 透析後移植 58％，29％ とその差は
移植後年数が経つほど広がっていた（左）．また，透析期間別に見ても PEKT 群と non-
PEKT 群の生着率は有意差が認められた（右）．

（文献 3 より）
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析導入ならびに維持による時間的損失を最小限にする
ため，以前から PEKT が試みられてきた．とくに免
疫抑制療法が改善され，移植成績が向上した 1990 年
代後半からその傾向は加速し，すでに原田らは 2001

年に PEKT と non-PEKT を比較検討し，生存率・生
着率に有意差はなかったと報告している5）．

2000 年代に入り，成人も含め PEKT が徐々に普及
し，昨今では生体腎移植の約 20％ を占めるに到り6），
長期成績も報告されつつある．東京女子医大の公平
ら7）は，透析期間を PEKT，24 カ月以内，2～5 年，5～
10 年，10～20 年，20 年以上の 6 群に分けて移植腎生
着率を比較した．全群間で 5 年移植腎生着率には統計

図 5　透析期間と移植腎生着率（東京女子医大）
A 群：PEKT，B 群：透析期間 24 カ月以内，C 群：透析期間 25～60 カ月，D 群：透析期
間 61～120 カ月，E 群：透析期間 121～240 カ月，F 群：透析期間＞241 カ月．全ての群間
の 5 年移植腎生着率には統計学的有意差を認めなかった．

（文献 7 より）
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図 6　新潟大学における PEKT 群と non-PEKT 群の移植腎生着率の比較
　PEKT 群と non-PEKT 群の移植腎生着率を比較した．両群間に統計学的な有意差は認め
られなかった．
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学的な有意差は見られなかった（図 5）．新潟大学の
田崎ら8）は，PEKT と non-PEKT 群を比較したところ，
5 年生着率に有意差は認められなかった（図 6）．し
かし中川は，non-PEKT 群をさらに透析期間で分けて

比較すると超長期透析群では予後不良であり，その原
因 と し て CVD に よ る Death with functioning graft

（DWFG）が問題であったと報告した（図 7）．名古屋
第二赤十字病院の後藤ら9）は，5 年の event free graft 

図 7　新潟大学における透析期間別の移植腎生着率の比較
　透析歴 30 年以上の群では有意に生着率が不良であった．その原因は心血管病死亡による
death with functioning graft（DWFG）が最多であった．
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survival で，PEKT, non-PEKT で有意差をもって PEKT

群が良好であった，としている（図 8）．

3　PEKT のメリット・デメリットと 

　実施基準，実施時期

PEKT のメリットとしては，前述のような生命予後，
移植腎予後の改善があげられる．次にブラッドアクセ
スやペリトネアルアクセス作成，透析療法導入に係る
時間的・医療経済的損失，そして特に小児・若年者で
はタイムリミットがある成長発育に与える影響が最小
限であることがあげられる．一方，最大のデメリット
あるいは弱点として，これは移植医療すべてに通じる
問題であるが，適切なドナーの存在がなければ移植そ
のものが不可能である，という点がある．とくに献腎
提供が極端に少ないわが国においては，献腎 PEKT

はルール上は可能であるが現実にはかなり難しい．医
学的・社会的に提供可能な生体ドナーの存在が PEKT

の実施にはほぼ不可欠，というのが現状である．
また，適切な手術時期の設定をいかにするか，とい

うことも問題になる．2013 年に発表された「一般社
団法人日本透析医学会維持血液透析ガイドライン：血
液透析導入」10）のステートメント 6 によると，「透析療
法導入の判断時期は，十分な保存的治療を行っても進
行性に腎機能の悪化を認め，GFR＜15 mL/min/1.73 

m2 になった時点で（1D），腎不全症候，日常生活の
活動性，栄養状態を総合的に判断し，それらが透析療
法以外に回避できないときに決定する（1D）」ことと
されている．一方，ステートメント 7 では「腎不全症
候がみられても GFR＜8 mL/min/1.73 m2 まで保存的
治療での経過観察が可能であれば，血液透析導入後の
生命予後は良好であったが，腎不全症候がなくとも，
透析後の生命予後の観点から GFR 2 mL/min/1.73 m2

までには血液透析を導入することが望ましい（2C）」
とも記されている．

最近，厚生労働科学研究班から発表された「CKD

ステージ G3b～5 診療ガイドライン 2015」では，CKD

ステージ 4 になったら腎移植，透析療法を含む適切な
腎代替療法についての情報提供を行い，ステージ 5 に
なったらその準備に入るべきと勧告している11）．
PEKT の適応基準も CKD ステージ 5，すなわち GFR

＜15 mL/min/1.73 m2 であるが，生体腎移植であれば
ドナーと日程を合わせたうえでの予定手術，献腎移植

であれば緊急手術であり，患者の状態に合わせて随時
手術時期を設定することは至難の業である．

いっぽう，易感染性宿主に対して免疫抑制療法を行
いながら行う関係上，手術実施にさいしては，貧血・
アシドーシス・栄養状態を安全に手術に耐えうる状態
までコンディショニングする必要性がある．われわ
れ12）が全国の移植施設 10 施設を対象に行った 196 例
の調査では，紹介から移植実施までの平均期間は 7.5

±7.6 カ 月，移 植 実 施 時 の eGFR の 平 均 値 8.4 mL/

min/1.73 m2 であったが，このうち 43.4％ の症例は直
前透析を行っていた．全身状態が良くコンディショニ
ング透析が必要ない状態で移植するためには，eGFR 

10 mL/min/1.73 m2 程度までに十分な準備評価を行っ
たうえで，eGFR 10 mL/min/1.73 m2 以下で臨床症状
がある場合には速やかに，そうでない場合も GFR 8 

mL/min/1.73 m2 程度で移植手術の時期を設定するべ
きと考えられる11）．しかし，原疾患ならびに病状の進
行速度には個人差があり，ドナー・レシピエントの評
価を行い慎重に病態を見極めつつ，入院・手術日を適
切に設定するのは多忙な実臨床現場においては，大き
な課題である．

4　献腎移植登録における PEKT の位置づけ

国内外での良好な成績と，わが国における生体腎移
植を中心とした PEKT の普及状況を受けて，2012 年 7

月の規約改正により，透析導入前の献腎登録が可能と
なった．先行的献腎移植の登録基準は成人例で eGFR 

15 mL/min/1.73 m2 未満，20 歳未満の小児・若年者な
らびに二次腎移植例では同 20 mL/min/1.73 m2 未満
となっている．わが国では待機年数の加算が大きいた
め，実際に先行的献腎移植の恩恵を受ける患者はかな
り限定されるが，すでに小児例においては，わが国で
も PEKT で献腎移植を受けた症例が存在する11）．

5　腎代替療法別の心血管病発症の危険性ならびに 

　腎移植のもつ循環器病改善効果について

Foley RN ら13）は，健常人と末期腎不全患者，血液
透析患者，腹膜透析患者，腎移植患者の CVD 発症リ
スクについて meta-analysis を行い，HD/PD 患者の
40％ に冠動脈疾患，75％ に左室肥大を認め，心血管
死は年間 9％，健常人の 10～20 倍と報告している．
いっぽう，腎移植患者の 15％ に冠動脈疾患，50～70



先行的腎移植の現況 333

％ に左室肥大を認め，心血管死は年間 0.54％ で HD/

PD 患者よりも明らかに低く，死因に占める心血管死
の割合は HD/PD 40～50％ に対し 17％ と低いが，そ
れでもなお心筋梗塞による死亡は健常人の 3～5 倍で
あると報告している．

Goodman WG ら14）は，腎不全患者の冠動脈石灰化
や無症候性冠動脈疾患は透析期間とともに増加するこ
とを示し，Rosas SE ら15）は，79 名の無症状の腎移植
患者の冠動脈を評価したところ 65％ に冠動脈石灰化
病変が見つかり，高齢，糖尿病，献腎移植，non-PEKT

患者で有意に高率であると報告している．Wali RK

ら16）は，LVEF＜40％ でうっ血性心不全を有する状態
で腎移植を受けた 103 例を評価した．術前 LVEF 31.6

±6.7％ が術後 12 カ月で 52.2±12.0％ に改善し，69.9

％ の患者が EF＞50％ に達し，心不全による入院・死
亡のリスクが低下した．しかし長期透析後の移植では
LVEF の正常化が得られなかった．

6　PEKT を考慮する真の意義について

PEKT が末期腎不全患者の生命予後，移植腎予後を
改善することは内外から多くの報告がなされており，
わが国においても今後，末期腎不全に対する腎代替療
法として，PEKT を含む腎移植という選択肢の提示を
推進するべきと考える．

CKD ステージ 3・4 で PEKT を治療選択の視野に
入れた場合，「腎移植」という，より具体的な目標に
向けて早期に腎臓専門医・移植医への紹介が行われ，
移植実施の可否を見据えた全身検索，すなわち虚血性
心疾患・心血管病，感染症・悪性疾患・CKD-MBD，
腎性貧血などへの評価と積極的治療が行われることが
期待される．

Johnston N ら17）は，腎 機 能 低 下 例（CCr＜69 mL/

min）の不安定冠動脈疾患においても，侵襲的検査・
治療が心筋梗塞による死亡リスクを軽減することを示
し，Chertow GM ら18）は，CKD 患者では冠動脈疾患
の死亡率が高いが冠動脈造影・PCI を行う頻度が低い
こと，しかし CKD ステージ 4 であっても適切な検査
治療を行えば死亡リスクを軽減できることから，造影
剤腎症を恐れるがあまり冠動脈造影を躊躇すべきでは
ないとしている．

このように，CKD 患者においては適切な冠動脈評
価を行い，PEKT を視野に入れた治療選択を模索する

ことにより，結果として冠動脈疾患，弁膜疾患による
死亡を減少させることができる可能性がある．

いっぽう，PEKT には適切な移植実施時期設定の困
難さがある．早すぎる実施は固有腎機能の温存という
原則との矛盾があり，遅すぎる実施は周術期合併症リ
スクの上昇を招く．また，必ずしも早期の PEKT が
理想的とも限らないと警鐘を鳴らす報告もある．

Akkina SK ら19）は，単一センターにおける 671 例の
初回 PEKT 症例を Group 1（eGFR＜10 mL/min），
Group 2（10≦eGFR＜15），Group 3（15≦eGFR） の
3 群に分けて検討した．移植腎喪失のリスクは Group 

1 を 1 とすると Group 2 : 0.99，Group 3 : 1.35 であり，
必ずしも早期の PEKT が良好な成績ではないことを示
した．CKD ステージ 4, 5 においては，心血管病のハ
イリスクステージであることにより注意をはらい，慎
重に患者の病態を評価し治療介入する．そのモチベー
ションと治療モダリティの一つとして PEKT をとらえ，
柔軟に対応すべきである．

さいごに

わが国の末期腎不全医療，とくに血液透析療法は，
先人の多くの優れた医師・メディカルスタッフならび
に多くの患者の，まさに命をかけた壮大，かつ不断の
たゆまぬ努力により，世界に誇る高い社会復帰率と良
好な生命予後を達成してきた．いっぽう，臓器提供が
少ない社会環境ではあるものの，腎移植医療の成績も
また，世界の水準を大きく上回る成績を達成している．
PEKT という治療概念の登場と普及は，けっして透析
療法へのアンチテーゼではない．透析療法と PEKT

を含めた移植医療は，今まで以上に末期腎不全治療の
「車の両輪」として，患者生存率と QOL のさらなる
向上に向けてともに発展すべきものである．
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要　旨

透析患者は PAD の有病率が高く，重症化した場合
の QOL 低下や生命予後悪化などの観点から，早期診
断と早期の適切な治療介入，重症化予防のための定期
的なフットチェック・フットケアや運動療法がとても
重要である．

虚血性足病変は，集学的治療介入によってしか克服
できない疾患である．透析医や透析室看護師を中心に，
検査部，薬剤部，リハビリテーション部，栄養科など
院内他部署や，循環器科や形成外科など院内他科との
連携強化，さらには透析クリニックと専門的治療の行
える病院との連携の強化が透析患者 PAD の重症化予
防にとって重要である．

はじめに

末梢動脈疾患（peripheral arterial disease;  PAD）は，
透析患者にとっては心血管障害や脳血管障害と同等あ
るいはそれ以上に高頻度にみられる非常に “common”

な動脈硬化合併症である．そして，common ではある
が，進展・悪化し重症下肢虚血（critical limb ischemia;  

CLI）に至ると，透析患者の QOL や生命予後に直接
関わる大きな問題となる．

心血管障害や脳血管障害は，急性発症してある日突
然生命の危機に関わる重篤な症状をもたらすことが多
い．これは心電図や心エコー・頸動脈エコーなどの検

査による評価や薬物による予防的治療介入を行って注
意していても防ぎきれないことも多い．一方で，同じ
動脈硬化合併症の範疇にある PAD は，高齢透析患者
や糖尿病を基礎疾患とする透析患者の増加のためもあ
り，冷感やしびれなどの自覚症状や跛行・安静時疼痛
などの訴えのない患者が多い．しかし，同じように慎
重に患者を診ていても，心脳血管障害と異なり，注意
深く患者と患者の足を診ていれば CLI への進展を予
防できる場合が多くある．これが看護師らの力による
フットケア介入の大きな意義といえる．

PAD 診療の基本はなによりもまず早期発見，早期
治療であるが，本稿では，CLI に至った透析患者の治
療ストラテジーも含めて，透析患者 PAD の特徴や治
療の実際について以下に述べる．

1　透析患者 PAD の特徴

透析患者の PAD の特徴を表 1 にまとめた．高血圧，
糖尿病，高齢，慢性腎臓病，高ホモシステイン血症，
インスリン抵抗性，カルシウム・リン代謝異常等の複
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透析患者の末梢動脈疾患の予防と治療

大竹剛靖　小林修三　
湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター腎免疫血管内科

key words：末梢動脈疾患，血液透析，重症下肢虚血，フットケア，集学的アプローチ

Prevention and therapeutic strategy for peripheral arterial disease in hemodialysis patients
Department of Nephrology, Immunology and Vascular Medicine, Kidney and Dialysis center, Shonan Kamakura General Hospital
Takayasu Ohtake
Shuzo Kobayashi

表 1　透析患者 PAD の特徴

1. 透析導入期から既に高頻度に合併する．
2. 下腿病変の頻度が高い．
3. 跛行等の自覚症状の訴えが少ない．
4. 血管石灰化を高度に認める．
5. 血管内治療では特に下腿病変で再狭窄率が高い．
6. 下肢大切断を受けた透析患者の予後は非常に不良である．
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合した動脈硬化リスクファクターを有するため，透析
患者の PAD 合併頻度は非常に高く，透析導入期で 25

％ 程度，維持期で 40～50％ とする報告がある1, 2）．ま
た，同時に心脳血管障害を合併している頻度が高く，
PAD を有する透析患者での心血管障害合併頻度は当院
の検討では約 50％ と高頻度であり，軽症 PAD（non-

CLI）でも CLI でもその頻度に差はなかった（表 2）3）．
病変の分布は，腸骨動脈から下腿末梢に至るまで広

範囲で連続性あるいは分節性に認められるが，特に下
腿末梢病変の頻度が高く，血管石灰化を高度に伴って
いるのが特徴である．高齢透析患者では，認知症や糖
尿病性神経障害のため疼痛の自覚がないことも多く，
また，疼痛を正しく訴えられない患者もいる．さらに
は，高齢透析患者では，運動習慣が少なく透析施設へ
も door-to-door の送迎を利用している患者が多いため，
跛行等の自覚症状を認めにくく，CLI となって初めて
病院を受診する場合も多い．したがって，自覚症状や
患者からの訴えを待っているのみでは PAD の早期発
見は難しい．透析時間を利用した定期的な足の診察や，
足 関 節 上 腕 血 圧 比（ankle brachial pressure index;  

ABI），足趾上腕血圧比（toe brachial pressure index;  

TBI），皮膚灌流圧（skin perfusion pressure;  SPP），
血管エコーなど非侵襲的検査法を駆使した早期発見の
取り組み，重症化予防の取り組みが必要である．

2　透析患者における PAD 診断

ABI によるスクリーニングが最も一般的で，検査機
器の普及率も高く，透析クリニックでも容易に行える
検査法である．基準値は 0.9～1.4 であるが，透析患者，
特に下腿動脈の血管石灰化が強い症例では実際の数値
より高く測定される（偽陰性）ことが多いため，虚血
肢を虚血なしと判定してしまうことがあり注意が必要
である．当院での検討では，透析患者の ABI カット
オフ値は一般人と異なり 1.06 であった（感度 80％，

特異度 98％）3）．
可能であれば，TBI や SPP を測定すると，より正

しく PAD を評価診断できる．TBI は足関節以下末梢
側足部に有意な虚血がある患者をも正しく診断でき，
SPP は血管の石灰化の影響を受けずに微小循環を評価
できる．

狭窄部位の判断には血管エコー検査が優れていて，
簡便でかつ無侵襲で何回でも繰り返しできる．ただし
血管石灰化の強い症例ではエコー検査で正しく狭窄を
評価できない場合もある．血管内治療を考慮した場合
には，さらに MR アンギオグラフィーや造影 CT で狭
窄部位や狭窄長を評価する．

当院では，透析導入期には全例で ABI/TBI/SPP 測
定を行って，導入後は少なくとも 1 年に 1 回はこれら
検査を行って PAD 早期診断に努めている．透析患者
に対しては，視診・触診を十分行うとともに，ABI/

TBI/SPP などの非侵襲的検査法を用いた客観的診断
指標によるスクリーニングを徹底し，疑わしい症例に
ついては各種画像を駆使して積極的に PAD の部位診
断，重症度を評価していく必要がある．

3　透析患者 PAD の基本的治療（薬物治療・運動療法）

PAD の診断がなされたら，基本的な薬物療法や運
動療法が適切に行われることが大切である．これらの
基本的治療介入の目的は，心血管リスクを減少し，歩
行距離を改善し，CLI への進展を阻止することにある

（表 3）．
PAD に対して使用される薬物として，エビデンスレ

ベルの高いものはシロスタゾール（プレタール®）で，
TASC II でも PAD 患者への投与が推奨されている4）．
シロスタゾールは跛行患者の歩行距離を有意に改善し，
また血管内治療後の再狭窄予防に有効である5）．ただ
し，シロスタゾールには脈拍数増加作用があるため，
虚血性心疾患を有する透析患者では，心仕事量の増大

表 2　PAD を有する透析患者の心脳血管障害合併頻度

PAD（－） PAD（＋）

フォンテイン分類

（N＝51） I（N＝27） II（N＝8） IV（N＝11）

虚血性心疾患（％） 9.8 55.6†2 50.0†1 54.5†2

脳卒中（％） 3.9 22.2†1 37.5†1 36.3†1

†1　p＜0.05
†2　p＜0.01 vs. PAD（－）
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から心血管イベントが増加するリスクが懸念される．
このような患者では prostaglandin I 2 アナログ（プロ
サイリン®，ドルナー®）や抗血小板薬 sarpogrelate

（アンプラーグ®）を考慮する．これら薬剤は，PAD

を有する透析患者での SPP を約 15 mmHg 程度改善す
ることが明らかとなっている6, 7）．また，PAD 患者の
心血管合併症予防には，出血リスクを考慮したうえで
アスピリンとクロピドグレルの 2 剤併用投与が推奨さ
れている（Class II b）8）．

運動療法に関しては，跛行症状を有する PAD 合併
透析患者で運動療法の効果を検討した結果，跛行出現
距離や最大歩行スピードの改善が報告されている9）．
運動による下肢虚血の誘発により，血管内皮増殖因子

（vascular endothelial growth factor;  VEGF）産生が刺
激され，また一酸化窒素やプロスタサイクリンの増加
により血管内皮細胞機能の改善が期待される．重度の
心血管合併症等などの禁忌事項がなければ，透析患者
PAD に対する運動療法は有効であると考えられる．
監視下運動療法（運動強度を指摘できるトレッドミル
や，自転車エルゴメーターを用いて 1 回 30 分以上週
3 回以上）が望ましいが，設備やマンパワーなどの関
係で，すべての施設で監視下運動療法が可能であるわ
けではない．監視下でなくても 1 日 30 分以上の自発
的な運動習慣を有する透析患者では，そうでない透析

患者と比較して明らかに予後がよいとする報告があ
り10），積極的に運動療法を勧めるべきであろう．

4　CLI 透析患者の治療ストラテジー

当院での CLI 患者診断治療ストラテジーを図 1 に
まとめた．安静時疼痛や潰瘍・壊死など CLI に進展
した場合には血行再建治療が必要となる．部位や閉塞
長により血管内治療（endovascular therapy;  EVT）か
バイパス術かを選択する．血行再建のさいに注意すべ
きは感染の合併を正しく評価することで，血流改善に
より感染が拡大することのないよう適切に抗生剤投与
やデブリドマンを行う．膝下病変の血行再建では
EVT 後再狭窄率が高いことが問題である11）．

血流改善があれば外科的デブリドマンが可能である
が，血流改善がない場合には生物学的デブリドマン

（マゴットセラピー）を考慮する．その他創傷の状態
によって持続陰圧閉鎖療法（negative pressure wound 

therapy;  NPWT）や多血小板血漿治療（platelet rich 

plasma;  PRP）なども考慮される．微小循環や局所酸
素分圧の改善のためには，LDL アフェレシス12, 13）や高
気圧酸素治療（hyperbaric oxygen therapy;  HBOT）を
併用する．

残念ながら，下肢血流改善に乏しく感染や疼痛のコ
ントロールのできない患者では，下肢切断が考慮され

表 3　透析患者 PAD の治療法

基本的治療 薬物療法（抗血小板薬・プロスタグランジン製剤など）
運動療法（毎日 30 分以上の歩行を中心とした運動習慣）
禁煙
定期的フットチェック・フットケア
適正な体重管理指導による透析中の大量急速除水の防止
適切な血糖管理

体外循環を利用した
微小循環改善治療

LDL アフェレシス療法
透析膜の工夫（PAN 膜など）

酸素供給の増加 高気圧酸素療法（HBO）

血行再建治療 血管内治療（EVT）
外科的バイパス術

血管再生治療 幹細胞移植

創傷治療 持続陰圧療法
マゴットセラピー
外科的デブリードマン
植皮

栄養療法 血中アルブミンの維持，亜鉛やアルギニンの補充

感染制御 適切な抗生物質の使用

フットウエア 創傷治癒促進・創傷再発予防
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る．下肢大切断後（足関節より中枢側での切断）の透
析患者の予後は非常に不良であるため，CLI に至った
患者にとって，切断回避のための集学的治療はとても
大切である．しかし，足を残す事のみに固執し，その
結果として著しい疼痛や介護困難な状況を長期間引き
ずるようなことは避けなければならない．場合によっ
ては下肢を切断することによって，その後の安定した
療養生活を送れるようにしてあげることを検討するこ
とも必要である．患者への侵襲度と生命予後，生活の
質を常に考慮したうえでの患者中心の治療戦略が最も
大切である．

5　透析室でのフットケア・施設間フットケア連携の 

　重要性

透析室でのフットケア介入が潰瘍あるいは壊死の発
症や下肢切断イベントの抑制につながるかどうかにつ
いて，十分なエビデンスは今まで報告されてこなかっ
た．しかし，一定の基準に則った適切なフットケア介
入が血液透析患者の足イベント（潰瘍壊死発症，下肢
切断）を有意に抑制することが当院の検討で明らかと
なった14）．

当院では，足病変と PAD の有無による血液透析患
者の区分化と，各区分毎のフットケア間隔と介入内容
を定めたフットケアプログラム（鎌倉分類）を策定し，
2011 年以降，透析看護師（フットケア指導士）によ

図 1　虚血性難治性創傷の診療ストラテジー

潰瘍・壊死

ABI/TBI/SPP, 超音波検査 , MRA, 3DCT, 血管造影

血行再建術（血管内治療・外科的バイパス）

あり なし

虚血の評価

血流改善

外科的デブリドマン　　○
持続陰圧閉鎖療法
多血小板血漿治療
皮膚移植
マゴット治療

外科的デブリドマン  　×
マゴット治療
再生治療

疼痛感染などによっては切断を考慮

感染があれば
強力な抗生剤治療

併用療法
　LDL-A
　高気圧酸素治療
　再生治療

図 2　鎌倉分類導入前後の潰瘍・切断発症頻度

導入前

潰瘍発生件数
（件/100人年）

4.9 3.1 1.5 p=0.03

1.6 1.0 0.5 p=0.14
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る患者のフットケア介入を行ってきた．その結果，プ
ログラム導入前と比較し，プログラム導入後に足イベ
ントは図 2 のごとく有意に減少した．潰瘍発生件数は
4.9 件/100 人年から経時的に 1.5 件/100 人年へ有意に
減少し（p＝0.03），下肢切断は 1.6 件/100 人年から
0.5 件/人年へと推移し（p＝0.14），大切断症例は 1 件
もなくいずれも小切断であった．以上から，PAD リ
スク分類によるフットケアプログラムが，CLI 進展予
防プログラムとして有用であり，透析に従事する看護
師を中心としたフットケア介入がとても重要であるこ
とが確認された．

透析患者におけるフットケア・フットケア連携の重
要性が全国的に認識され，日本フットケア学会や日本
下肢救済・足病学会の尽力もあり，平成 28 年度診療
報酬改定では，下肢の血流障害を適切に評価し，他の
保険医療機関と連携して早期に治療を行う事に対して，
100 点の加算が新設された（表 4）．透析患者の足病対
策として連携強化の重要性が評価された，大いに意義
のある画期的な改定である．

おわりに

PAD 治療のゴールは，重症虚血肢への進展や下肢
大切断の回避，そして運動機能を温存した “機能する
足” を残すことにある．PAD は，悪化した場合には透
析患者の QOL・生命予後とも大きく損なう事になる
ため，早期の適切な診断と薬物治療や運動療法などの
基本的治療介入が大切である．重症化した場合には，
早い段階で PAD 診療の可能な専門病院へ患者を紹介
する等の連携が大切である．PAD 重症化予防加算も

新規に導入され，PAD 診療体制が整いつつあるなか
で，看護師を中心としたフットケア介入，医師の診療
レベルの向上，足病診療体制の整備，院内および院外
連携の強化などによって，壊死や創傷感染，下肢切断
に苦しむ透析患者が今後減少していくことを期待する．

利益相反：ありません．
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要　旨

慢性腎疾患（CKD）患者に対する腎臓リハビリテー
ションの中核的役割を担う運動療法は，透析患者では
運動耐容能改善，PEW 改善，蛋白質異化抑制，QOL

改善など，保存期 CKD 患者では腎機能改善や透析導
入先延ばしなどに貢献する可能性が高い．平成 28 年
度診療報酬改定では，「腎不全期患者指導加算」が設
定された．今後，「慢性腎臓病運動療法料」に発展さ
せるべく，CKD 2～3 期の患者や透析患者でも運動療
法のエビデンスをさらに強固にする必要がある．

はじめに

腎臓病といえばかつて安静にすることが治療のひと
つであった．CKD 患者ではしかし，CKD 患者におい
ても，身体活動の低下は心血管疾患による死亡のリス
クであること，軽い運動が CKD を悪化させないこと
が明らかになり，CKD 患者にも運動療法が適用され
るようになってきた．最近では運動療法は腎臓リハビ
リテーション（腎臓リハ）の中核として考えられ，
CKD 患者の心大血管疾患発生予防効果や透析導入時
期遅延効果の役割も期待されている．本稿では，腎疾
患患者における運動療法と腎臓リハに関して概説する．

1　CKD の疫学

日本腎臓学会の調査によると，わが国の成人人口に
おける CKD 患者数は約 1,330 万人と推計される．

CKD の進行に伴って心血管疾患の発症率は加速的に
高まる1）．CKD 発症あるいは腎障害進行のリスクファ
クターは，高血圧，糖尿病，脂質異常症，高齢などで1），
超高齢社会のわが国では今後ますます CKD 患者数の
増加が懸念される．

CKD が進行すると透析を行うことになる．わが国
の慢性透析患者数は 320,448 人で，いまや国民約 400

人に 1 人の割合にまで高まった1）．超高齢社会を反映
して，透析患者も年々高齢化し，2014 年末の透析人
口全体 320,448 人の平均年齢は 67.54 歳，2014 年新規
導入透析患者 36,377 人の平均年齢は 69.0 歳で，年々
増加している．透析導入患者を年齢層で見てみると，
男性は 75～79 歳，女性は 80～84 歳が最も多い‡1）．

2　CKD 患者とサルコぺニア・フレイル

サルコぺニアやフレイル（frailty）は，認知症や転
倒・疾病による機能障害に陥って介護が必要になる

「直前の段階と正常との中間の」心身状態を示す新し
い疾病概念である．CKD 患者ではサルコぺニアやフ
レイルの割合が高く，病状の進行，日常生活動作

（ADL）の低下，死亡率の増加にもつながり，大きな
社会問題となっている．

CKD 患者においては，食思不振や食事制限による
栄養摂取不足はサルコぺニア・フレイルの主要因であ
る．しかし，栄養摂取不足のみならず，尿毒症，全身
性の炎症，糖尿病や心血管病などの併存疾患，代謝性
アシドーシスやインスリン抵抗性などの代謝・内分泌
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的異常，などもサルコぺニア・フレイルの発症に関与
している（図 1）2）．さらに，透析患者では，透析によ
る栄養素の喪失（アミノ酸や蛋白質の透析液中への流
出）や透析治療に関連した因子（透析液中のエンドト
キシンや透析膜の生体適合性など）も加わり，サルコ
ぺニア・フレイルを非常にきたしやすい．サルコぺニ
ア・フレイルは感染症，心血管疾患，虚弱や抑うつな
どを引き起こし，さらにこれらの合併症がサルコぺニ
ア・フレイルを増悪させる要因となる（図 2）2）．

フレイルが要介護状態の前段階とすると，この状態
は日本では介護予防の二次予防対象者に相当する．し
たがって，要介護状態をできるだけ予防するうえでも
このフレイルの予防，介入は喫緊の課題である．サル
コぺニア・フレイルに対する包括的かつ積極的な介入
が CKD 患者の QOL 向上や生命予後改善のために不
可欠である．

図 1　CKD 患者におけるフレイルの原因
　　　　　　　　　　　　　   （文献 2 を一部改変）

Frailty

図 2　CKD 患者におけるフレイルがもたらす結果
　　　　　　　　　　　  （文献 2 を一部改変）

Frailty
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3　CKD 患者と運動耐容能

透析患者の運動耐容能は心不全患者や慢性閉塞性肺
疾患（COPD）患者のものと同レベルまで低下してい
る3）．運動耐容能の低い透析患者や運動習慣のない透
析患者の生命予後は悪く，透析患者にとっての運動不
足は，低栄養や左室肥大と同程度の生命予後短縮の要
因となっている4）．

透析患者の心血管疾患に対する K/DOQI 臨床ガイ
ドラインには，「医療関係者は透析患者の運動機能評
価と運動の奨励を積極的に行う必要がある」と明記し
てある5）．また，DOPPS 研究では，①定期的な運動
習慣のある透析患者は，非運動透析患者に比較して生
命予後が明らかに良いこと，②週当たりの運動回数が
多いほど生命予後が良いこと，③定期的な運動習慣を
もつ透析患者の割合が多い施設ほど，施設当たりの患
者死亡率が低いことが明らかにされている6）．

4　腎臓リハとは

腎臓リハは，腎疾患や透析医療に基づく身体的・精
神的影響を軽減させ，症状を調整し，生命予後を改善
し，心理社会的ならびに職業的な状況を改善すること
を目的として，運動療法，食事療法と水分管理，薬物
療法，教育，精神・心理的サポートなどを行う，長期
にわたる包括的なプログラムである7, 8）．

サルコペニア・フレイル予防・治療のターゲット臓
器とゴールは骨格筋とその機能維持であり，骨格筋
量， 筋力，身体機能は栄養素としては蛋白質摂取量に
強い関連があるため，蛋白質の重要性が注目される．
CKD 患者では，栄養治療として工夫された食事を摂
取しても，摂取した蛋白質やアミノ酸は筋蛋白の合成
には利用されにくい．筋蛋白合成の最大の刺激因子は
運動であり，これがなければ筋蛋白としてではなく体
脂肪として蓄積され，窒素は尿素に分解されてしまう．
CKD 患者に栄養治療を行うさいには，適切な運動量
を確保することがきわめて重要である．

5　CKD 透析患者に対する運動療法

腎臓リハの中核である運動療法は，透析患者に対し
て運動耐容能改善，PEW 改善，蛋白質異化抑制，
QOL 改善などをもたらすことが明らかにされている

（表 1）7, 8）．透析患者に対する運動療法の標準的なメニ

ューは後述するが，原則として，非透析日に週 3～5 回，
1 回に 20～60 分の歩行やエルゴメータなどの中強度

（最大の 60％ 未満），あるいは Borg スケール 11（楽
である）～13（ややきつい）での有酸素運動が中心と
なる．通常は運動施設か自宅で行う．また，運動前後
のストレッチング，関節可動域維持訓練，低強度の筋
力増強訓練（レジスタンストレーニング）を追加する
ことが望ましい（表 2）7～9）．

最近は，透析の最中に下肢エルゴメータなどの運動
療法を行う施設も増加してきた．透析中に運動療法を
行う場合は，低血圧反応を避けるために，その運動は
治療の前半中に試みられるべきである7～9）．透析中に
運動を行うと，蛋白同化が促進され，またリンなどの
老廃物の透析除去効率が高まり，1 回の透析時間を 4

時間から 5 時間にしたのと同程度の効果があるとされ
る10）．また，週 3 回の透析のさいに運動療法を行って
しまうことで，透析以外の時間帯に改めて長い運動時
間を設定しなくてよい．

筆者は，2005 年から透析をしている最中にベッド
上の器械（エルゴメータ）で行う運動療法の普及に努
めてきた．筆者は，安価・軽量で，患者の体力に合わ
せて軽度～中程度の負荷量を調節できるエルゴメータ
の開発の必要性を感じ，国内の機器メーカーに提案し，
ようやく条件を満たすものが完成した（「てらすエル
ゴ II」昭和電機製）（図 3）‡2）．現在では対象が透析患
者のみならず，介護が必要な高齢者・障害者や認知症
患者にも広がっている．

6　保存期 CKD 患者に対する運動療法

ACSM の慢性腎疾患患者のための運動勧告では，

表 1　CKD 透析患者における運動療法の効果

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

文献 7 を改編．
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表 2　CKD 患者に推奨される運動処方

頻　度 有酸素運動 3～5 日/週
レジスタンス運動：2～3 日/週

強　度 中等度強度の有酸素運動［すなわち酸素摂取予備能の 40～60％，ボルグ指数
（RPE）6～20 点（15 点法）の 11～13 点］

レジスタンス運動は 1-RM の 70～75％

時　間 有酸素運動：持続的な有酸素運動で 20～60 分/日，しかしこの時間が耐えられ
ないのであれば，3～5 分間の間欠的運動曝露で計 20～60 分/日

レジスタンストレーニング：10～15 回反復で 1 セット．患者の耐容能と時間
に応じて，何セット行ってもよい．大筋群を動かすための 8～10 種類の異な
る運動を選ぶ

柔軟体操：健常成人と同様の内容が勧められる

種　類 ウォーキング，サイクリング，水泳のような有酸素運動
レジスタンス運動のためには，マシーンあるいはフリーウエイトを使用する

特別な配慮 血液透析を受けている患者
・トレーニングを非透析日に行ってよいが，透析直後に行ってはならない
・トレーニングを透析中に行うのであれば，低血圧反応を避けるために，透析

時間の前半に行う
・心拍数は運動強度の指標としての信頼性は低いので，RPE を重視する
・患者の動静脈シャントに直接体重をかけない限りは，動静脈接合部のある腕

で運動を行ってよい．血圧測定は動静脈シャントのない側で行う
腹膜透析を受けている患者
・持続的携帯型腹膜透析中の患者は，腹腔内に透析液があるうちに運動を試み

るかもしれないが，この結果が思わしくない場合には，患者は透析液を除去
することが勧められる

移植を受けている患者
・拒絶の期間中は，運動の強度と時間は減少されるべきであるが，運動は継続

して実施してよい

RPE：rating of perceived exertion（自覚的運動強度），1-RM：1 repetition maximum（最大 1 回反復重量）．
文献 9 より引用．

図 3　透析中の運動療法に用いられる負荷量可変式エルゴメータの例（てらすエルゴ II）
　　　 （参考 URL‡2 より引用）
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図 4　有酸素運動による効果
　CKD stage 3, 4 患者が，1 回 40 分，週 3 回，12 カ月の有酸素運動（エルゴメータ中心）
で，eGFR 低下スロープが改善する．（文献 12 より引用）
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図 5　運動療法による効果
　CKD stage 3～5 患者が，運動療法を行うことで総死亡率や腎不全代替療法移行を抑制す
る．（文献 13 より引用）
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腎不全患者の運動処方の考え方としては，一般向けの
勧告をもとに，「初期の運動強度を軽度（酸素摂取予
備能の 40％ 未満）から中等度（酸素摂取予備能の
40～60％）の強度とし，そして患者の運動耐容能に基
づいて時間をかけて徐々に進行させていくように修正
すべきである」というものとされている9）．また，安
定した腎不全患者であれば，筋力増強運動は健康のた
めに重要であるとされている9）．

筆者らは長期的運動による腎への影響について検討
してきたが，ある種の CKD 動物モデルでは，長期的
運動が腎保護作用を有することを見出した7）．臨床で
も，保存期 CKD 患者が運動療法を行うことで腎機能

（eGFR）が改善するという報告や，死亡率や透析移行
率が低下したという報告が相次いでいる（図 4，図

5）11～13）．

7　腎不全期患者指導加算

2011 年に職種を超えた学術団体である日本腎臓リ
ハ学会が設立され，学術集会も充実している‡3）．診
療報酬に関して，日本腎臓リハ学会が中心になって要
求してきた「慢性腎臓病運動療法料」は，保存期糖尿
病性腎症の患者のみならず，保存期 CKD 患者一般や
透析患者をも含む出来高のリハ料・運動療法料であっ
たが，平成 28 年度診療報酬改定では，糖尿病性腎症

の患者が重症化し，透析導入となることを防ぐため，
進行した糖尿病性腎症の患者に対する質の高い運動指
導を評価するために新たに腎不全期患者指導加算（月
1 回，100 点）が設定された（図 6）‡4）．具体的な運動
内容，禁忌，中止基準などに関しては，日本腎臓リハ
学会ホームページに，「保存期 CKD 患者に対する腎
臓リハビリテーションの手引き」を掲載しているので
参考にされたい‡3）．

今回認定された対象は，糖尿病性腎症で腎不全期
（eGFR（mL/分/1.73 m2 が 30 未満）の患者というあ
くまで限定的なものであり，対象範囲を早急に拡げて
いく必要がある．今後，腎不全期患者指導加算を本来
めざしていた「慢性腎臓病運動療法料」に発展させる
べく，CKD 2 期以上の患者や透析患者でも運動療法の
エビデンスをさらに強固にして，適応拡大や増点にな
るように，読者諸氏には CKD 2 期以上の患者や透析
患者での運動療法のアウトカム評価のご協力をお願い
する次第である．

おわりに

超高齢社会が到来して低体力者が増加し，車やエア
コンなどの文明の発展につれて運動不足はもはや「世
界的な伝染病」になったことから，安静がかえって自
立を妨げたり，心血管系疾患などの増加につながるこ

図 6　腎不全期患者指導加算
（参考 URL‡4 より引用）
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とも明らかになり，その対策が重要である14）．
これまでの透析医療では透析量，貧血，水電解質異

常，骨ミネラル代謝などに対して集中的に対応されて
きたが，今後は，サルコぺニア・フレイルにももっと
注意を向けていく必要がある．サルコぺニア・フレイ
ルやフレイル予備軍への介入は，患者の身体機能低下
を遅延させ，入院や死亡を減らし，ADL や QOL の改
善や死亡率の低下に役立つと考えられる．図 7 に CKD

患者に対する腎臓リハの考え方を示した15）．これまで
のリハ医療は，“adding life to years”（生活機能予後や
QOL の改善）を主目的に発展してきた．しかし，腎
臓リハに積極的に取り組むことにより CKD 患者の
“adding life to years and years to life”（生活機能予後や
QOL の改善のみならず生命予後の延長）を達成でき
る16）．

折しも，2016 年の診療報酬改定では糖尿病透析予
防指導管理料に腎不全期患者指導加算が新設されたこ
とにより，医師の運動処方に基づいた運動療法・腎臓
リハに経済的支援がなされることになった．「運動制
限から運動療法へ」のコペルニクス的転換を果たした
この領域に，サルコぺニア・フレイルの予防・改善，
生命予後改善，透析導入予防などの役割という大きな
役割が期待されている．今後の腎臓リハの普及・発展
を願うとともに，関係者の積極的な参加を期待する．
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要　旨

中心大動脈の血圧は，透析患者の長期予後や健常者
の腎機能低下を上腕血圧よりも的確に予測する．中心
脈圧は高血圧患者のアルブミン尿や腎抵抗指数と関連
し，腎障害の進行に伴って増大するため心脳血管疾患
の原因となる．大動脈硬化に伴う大動脈逆流の増加は
腎機能低下と関連する．降圧治療による中心血圧の低
下は心血管病の予防に寄与すると推測され，透析管理
における中心血行動態評価の有用性に関してさらなる
検証が期待される．

はじめに

高血圧と腎臓病の間には密接な相互連関が存在する．
高血圧は，慢性腎臓病（CKD）の発症や進展を促進
する最大の危険因子である．また降圧治療は，CKD

や心血管疾患（CVD）の発症・進展を抑制する最も
有効な予防手段である．そのため血圧測定は，CKD

の管理において必要不可欠なルーチン検査として汎用
されている．

リバロッチ・コロトコフによるカフ聴診法の発明以
来，血圧測定は一般に上腕動脈上で行われてきた．そ
のため，上腕血圧は全身血圧の代表とみなされること
が少なくない．しかしながら実際には，血圧は動脈の
部位によって異なり，特に大動脈と上腕動脈の間には
大きな血圧差が存在しうる1）．上腕動脈と比較して中
心大動脈は硬化しやすく，上腕血圧と比較して大動脈

の血圧（中心血圧）は動脈硬化の影響（駆出波・反射
波を介する作用）を受けやすい2）．また，全身動脈樹
の幹を構成する中心大動脈の血行動態は，大動脈から
分岐する主要動脈を介して灌流される標的臓器（end 

organ）に大きな影響を及ぼす．
ごく最近まで，大動脈血行動態（血圧および血流）

の測定はもっぱら観血的方法に依存しており，その評
価の対象となる疾患は限られていた．しかしながら近
年，トノメトリ血圧計やデュプレックス超音波機器な
どが開発され，日常診療下で非侵襲的かつ簡便に中心
血行動態を測定することが可能となり，その適用は拡
大してきている．

本稿では自験例を中心に，中心血行動態の評価の臨
床的意義について，主に CKD 管理の観点から概説す
る．

1　中心血圧の疫学

これまで，CKD を対象とした中心血圧と予後に関
する複数の前向きコホート研究が実施されている．図

1 に，透析患者の長期予後を調べた Safar らによる研
究結果を示す3）．180 人の患者を，中心大動脈の脈圧

（中心脈圧）または大動脈と上腕動脈の脈圧比（脈圧
増幅）によって 3 群に分類し，平均 52 カ月追跡した
ところ，これらの指標は心血管死亡を含む全死亡を有
意に予測した．特記すべき点として，中心脈圧が有意
な予後予測能を示した（1 SD［25 mmHg］増加あた
り補正ハザード比：1.4［95％ 信頼区間 1.1～1.8］）の
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に対して，上腕脈圧は有意な予測能を示さなかった
（ハザード比：1.2［0.9～1.5］）．また，脈圧増幅が 16

％ 増加するごとに全死亡のハザード比は 0.5［0.3～
0.8］に減少することが示された．この結果は，透析
患者の予後を規定する心血管系合併症の発症において，
上腕血圧よりも中心血圧の上昇がリスクとなることを
意味しており，中心血圧を指標とした降圧治療がその
予後を改善する可能性を示唆する（後述）．

一方，CKD の進行に伴う透析導入率と中心血圧の
関連に関する前向き研究も行われている．糸球体濾過
率（GFR）の平均値が 32±16 ml/min/1.73 m2 を示す
CKD 患者 180 人を平均 3.1 年間追跡した研究におい
て，41 人の患者が末期腎不全のため透析導入に至っ
た4）．末期腎不全への進展要因について多変量分析し
た結果，中心脈圧が他のリスクとは独立にその進展を
予測し，中心脈圧が 10 mmHg 上昇するごとに末期腎
不全の発症リスクが 24％ 増加した．

また，末期腎不全によって腎移植手術を受けた患者
の長期予後に及ぼす中心血圧の影響を検討した報告も
みられる．平均推定 GFR（eGFR）が 53 ml/min/1.73 

m2 の腎移植患者を平均 5 年間追跡した Verbeke らの
研究5）では，追跡期間中に 512 人中 95 人において心

血管イベントが発症した．年齢や性などで補正した
Cox 回帰分析に基づけば，大動脈の脈波伝播速度

（PWV）とともに，反射波による増大圧（augmented 

pressure）の上昇が独立したイベント発症リスクであ
ったという（1 SD［8.6 mmHg］上昇あたりの補正ハ
ザード比：1.5［95％ 信頼区間 1.2～1.8］）．

さらに，腎機能が正常（eGFR≧60 ml/min/1.73 m2）
な中国人地域コホート（3,153 人）を対象として，腎
機能の経年変化と中心血圧の関連を調べた研究が最近
報告された6）．有意な腎機能低下は，① eGFR が基礎
値から 25％ 低下する場合，または，② 1 年間当たり
の eGFR 低下が 3 ml/min/1.73 m2 を超える場合と定
義された．平均 2.35 年の追跡期間中において，全対
象者のうち 7.3％ に①を，19.7％ に②を認めた．中心
血圧と上腕血圧はいずれも，他の交絡因子とは独立し
て腎機能低下を予測したが，両血圧を多変量モデルに
同時投入すると，中心血圧のみが有意な予測能を示し
ていた．この結果から，早期腎機能低下は上腕血圧よ
りも中心血圧と密接に関連することが推測された．

以上に述べた疫学的エビデンスを含めた過去の前向
き研究の多くは，様々な CKD のステージにおいて，
中心血圧が心血管疾患の発症や腎機能障害の進展と密
接に関連することを示唆する．さらに加えて，中心血
圧は上腕血圧に比較してより強い標的臓器障害の発
症・進展要因となる可能性を示している．

2　中心血行動態の異常が腎障害を引き起こす病態機序

2-1　アルブミン尿

前述したように，中心血圧の上昇は腎障害を進展さ
せるが，その根底に存在する病態メカニズムに関して，
近年検討がなされてきている．

腎臓を灌流する腎動脈は腹部大動脈より分岐し，区
域動脈，葉間動脈，弓状動脈，輸入細動脈を経て糸球
体毛細管に至る．腎の血流量は心拍出量の 20～25％
を占めることから明らかなように，腎は生体の中で単
位体積あたりの血流量が最も豊富な臓器といえる．こ
の高血流特性は，腎臓の抵抗血管が相対的に拡張し，
全体として末梢抵抗やインピーダンスが低いことに起
因している．事実，微小穿刺法に基づいた基礎研究に
よれば，正常状態での糸球体毛細管内圧は約 60/40 

mmHg であり7），他臓器の毛細管圧（通常約 20 mmHg

程度の定常圧）とは明らかに異なった，拍動性の高い

図 1　中心脈圧（上段）または脈圧増幅（下段）のレベルによ
り 3 分位群に分類した末期腎不全（透析）患者における生
存率
（文献 3 より引用）
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血圧が脆弱な毛細血管壁にかかることが知られている
（生理的には，この圧が尿の生成に重要である）．

図 2 1）は，大動脈が健常な場合と硬化した場合の，
大動脈から腎内微小血管にかけての拍動性血圧の変化
を推定したものである．健常な状態では中心脈圧は小
さく，輸入細動脈等を介して圧拍動はダンピングし糸
球体内に至ると，血圧は（前述したように）60/40 

mmHg 程度に低下する．一方，大動脈が硬化すると
中心脈圧は増大し，その拍動は腎内微小血管特有の低
抵抗性のために深部まで伝わり，糸球体内の血圧拍動
は増加する．その結果，脆弱な糸球体毛細管壁に強い
拍動圧負荷がかかり，糸球体傷害注）が誘発されるもの
と推測される1）．

高血圧患者を対象に，糸球体傷害の指標であるアル
ブミン尿の規定因子を調べた臨床研究では，中心脈圧
は他の交絡因子とは独立して尿中アルブミン・クレア
チニン比を有意に予測した8）．中心脈圧 10 mmHg 上
昇あたりのアルブミン尿出現の補正オッズ比は，2.1

倍（95％ 信頼区間：1.3～3.3）であった．さらにこの
研究8）では，腎動脈エコーによって評価される腎抵抗
指数（resistive index;  RI）についても検討され，腎 RI

が中心脈圧および大動脈スティフネスと強い相関（そ
れぞれ r＝0.62 および r＝0.51）を示すことが判明した．

腎 RI は，一般に腎内の末梢血管抵抗を反映すると
されるが，その算出式（RI＝1－拡張末期最低流速／

収縮期最高流速）から明らかなように，実際には腎内
血流の拍動を定量化した指標である8, 9）．したがって
本研究の結果は，大動脈の血圧拍動（中心脈圧）が腎
内の血流拍動（腎 RI）を直接的に規定することを示唆
する．また本研究では，腎 RI が 0.1 増加するごとに
アルブミン尿の陽性率が 5.4 倍に上昇していた．中心
脈圧増大による腎血流拍動の増加は，糸球体内皮にか
かる拍動性のせん断ストレスを増加させ，内皮傷害を
惹起してアルブミン尿を出現させるものと考えられる．

注）　本稿では injury を「傷害」と記し，機能「障害」
（dysfunction）と区別した．

2-2　GFR

GFR は，アルブミン尿とともに CKD の判定基準に
用いられており，アルブミン尿とは異なる腎障害の指
標である10）．すなわち，アルブミン尿が主に現在進行
中の糸球体傷害を表すのに対して，GFR の低下は慢
性・急性の糸球体傷害の結果としての腎機能障害のみ
ならず，腎動脈血流の減少に起因する腎虚血等をも反
映しうる．

最近，GFR を規定する因子として，大動脈血圧と
ともに中心血行動態の重要構成成分である大動脈血流

（中心血流）に注目した検討が行われている．高血圧
患者において，胸部下行大動脈の血流波形を記録する
と，収縮期に腹部大動脈方向へ向かう順行性血流だけ

図 2　中心大動脈から腎内微小血管にかけての拍動圧の変化（推定）
左図は健常者，右図は大動脈硬化を伴う高血圧患者を示す．

（文献 1 より引用）
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でなく，拡張早期に大動脈弓方向へ向かう逆行性血流
が認められる11）．さらに，この拡張早期の逆流は，大
動脈が硬化するほど増加することが知られている11）．
この大動脈拡張期逆流と eGFR の関係を調べた研究で
は，年齢や性，血圧などの交絡因子を調整した後も両

者の間に強い逆相関が認められた（図 3）12）．中心脈
圧や大動脈スティフネスも eGFR と逆相関を示したが，
これらの指標を考慮した場合でも，大動脈逆流は
eGFR の独立した規定要因であった．さらに，大動脈
の逆流が増加するほど，腎内（区域動脈）の拡張期・

図 3　様々な血行動態指標と eGFR の関係
■は血行動態指標四分位群の平均値，ヒゲはその SD，直線は単回帰直線を表す．

（文献 12 より引用）
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図 4　収縮期および拡張早期における大動脈と腎動脈の推定血流パターン
　健常な大動脈（左）または硬化した大動脈（右）を有する患者における大動脈順流およ
び大動脈逆流の大きさをそれぞれ青矢印，赤矢印で示す．灰色矢印は胸部下行大動脈のウ
ィンドケッセル（伸縮）機能を表す．
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収縮期血流が減少していた．
この研究結果から，加齢等に伴う大動脈硬化による

GFR 低下の血行力学的機序として以下が考えられた
（図 4）12, 13）．すなわち，①大動脈が硬化して胸部大動
脈の逆流が増加すると，頚動脈や鎖骨下動脈への拡張
期溢流（spillover）が増加するため，腹部大動脈方向
への順流が減少し，②腎上部腹部大動脈から腎動脈内
への血液流入が減少する結果，③腎血流量が低下し，
GFR が低下する．

3　中心血行動態が心血管・脳血管疾患に与える影響

透析患者を含む CKD 患者において，その予後を左
右する心脳血管疾患の発症にも中心血圧は大きく関与
する．心臓の直接的後負荷となる中心収縮期血圧の上
昇や反射波の増大は，左室肥大を惹起し14），拡張機能
障害や心不全の誘因となる15）．一方，中心脈圧増大に
伴う中心拡張期血圧の低下は，冠動脈血流を低下させ，
心筋虚血を誘発する16）．反射波による大動脈増大圧は，
虚血性心疾患の有病率や重症度と相関する17）．また近
年注目されている心腎症候群の機序の一部には，心腎
にとって共通のリスクである中心血圧の上昇が介在す
ると考えられる18）．

ラクナ脳梗塞や白質病変など脳深部穿通枝領域の微
小血管障害は，腎臓と同様の機序を介して，高い中心
血圧が脳内の微小血管に伝播することによって生じる
と考えられる1, 19, 20）．また，皮質領域の大血管性脳梗
塞の機序には，前述した大動脈の逆流によって剥離し
た大動脈壁の粥腫プラークが脳動脈内に運ばれ，逆行
性脳塞栓を引き起こす可能性が指摘されている11）．特

に CKD 患者においては，腎機能障害が進行するほど
中心脈圧は増大（eGFR が 10 ml/min/1.73 m2 低下す
るごとに中心脈圧が約 2.5 mmHg 増大21））することが
知られており，その結果，心・脳血管障害の危険性が
高まると推測される．

4　中心血圧をマーカーとした降圧治療の有用性

心・脳・腎障害のリスクである中心血圧を低下させ
ることが，予後の改善につながる可能性について，主
に高血圧患者を対象とした検討がなされてきている．
大規模無作為化比較試験である CAFÉ 研究22）では，ア
ムロジピン治療群・アテノロール治療群間で上腕血圧
は同等に低下したが，中心血圧の低下はアムロジピン
群で有意に大きかった．母体研究である ASCOT 研
究23）では，アムロジピン群において心血管イベント率
が有意に低かったことから，通常の上腕血圧測定では
検出できない中心血圧の低下が心血管イベントの減少
に寄与したものと推測されている．また自験例におい
て，血管拡張性降圧薬によって反射波による大動脈増
大圧を減じると左室肥大が退縮することが確認さ
れ24, 25），肥大退縮が心イベント抑制効果に結びつく可
能性が考えられた．

一方，透析患者を対象として，中心血圧の低下によ
る臓器障害・予後の改善について直接検討した研究は，
筆者の知りうる限り未だ報告されていない．しかしな
がら，中心血圧と密接な関係にある大動脈スティフネ
スが予後に及ぼす影響について，降圧治療に伴う変化
の観点から検討した報告が存在する（図 5）26）．

透析患者 150 人を 51±38 カ月追跡し，その間の上

図 5　透析療法下の生存者と非生存者における上腕平均血圧（●）ならびに大動脈脈波伝
播速度（○）の研究登録時から追跡終了時までの変化
（文献 26 より引用）
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腕平均血圧と大動脈 PWV の変化を調べたこの報告26）

では，生存者では降圧治療に伴って平均血圧と PWV

が共に低下したが，非生存者では平均血圧のみ低下し
PWV はむしろ上昇していた．この結果は，上腕血圧
よりも中心血圧に対して強い影響を及ぼす大動脈
PWV を減少させることが透析患者の予後を良化させ
ることを意味し，上腕血圧とは独立した中心血圧（と
くに中心脈圧）の低下が予後を改善させる可能性を示
唆する．

前述した Safar らによる観察研究（図 1）3）も考え合
わせると，有効な降圧治療によって大動脈 PWV とと
もに中心脈圧を減少させることは，透析患者における
心血管病の発症予防に寄与すると推測される．中心血
圧を治療マーカーとした介入研究に基づくさらなる検
証が必要である．

おわりに

透析診療を含む CKD 診療においては，腎のみなら
ず心臓や脳を含めた広範な心血管系臓器への配慮が必
要となる．中心大動脈の血行動態異常は全身臓器に有
害な影響を及ぼし，一方その正常化は臓器障害の予防
や予後の改善に貢献すると推測される．したがって，
今後の CKD 管理において中心血行動態の評価を積極
的に導入し，患者の動脈特性に応じた個別診療のため
のガイドとして活用することが望まれる．
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平成 28 年度事業計画

事業計画の概要

日本透析医会は，昭和 62 年 7 月に社団法人として設立（平成 24 年 4 月に公益社団法人に移行）以来，本年 7

月で満 29 年を迎える．法人設立後現在に至るまで一貫して適正な人工透析療法の質的向上と標準化を目的とし
た調査・研究を重ね，その成果を医会雑誌・マニュアル・ガイドラインの発行や，ホームページ等を通じて会員
は元より医療関係者に広く周知すべく努力してきたところである．また，腎移植普及推進への協力や人工透析療
法に従事する医療関係者への教育研修，医療安全対策，腎不全医療を推進するための学術研究に対する助成等に
取り組んできている．

同時に，災害時における国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関する安全対策に協力してきている．とりわ
け災害時における透析医療機関，透析患者の状況把握，並びに水，医薬品等の確保のための情報収集に必要な

「災害時情報ネットワーク」の拡充・運用と，災害時情報伝達訓練の実施により万全の体制整備に努力してきて
いる．

平成 28 年度においては，以下の事業の遂行に取り組むこととする．

1.　透析医療の適正化に関する調査・研究事業
《適正透析医療普及推進委員会》　［委員会のもとに 5 部会を置く］
　適正な透析療法の事例検討及び透析療法の質的向上と標準化を目的とする調査・研究を行う．

1）　適正透析導入部会
　　適正な導入時期に関する調査・研究を行う．
2）　維持透析療法部会
　　適正な維持透析療法に関する調査・研究を行う．

①　血液透析患者実態調査（5 年毎，全腎協実施）協力及び支援
3）　適正透析普及部会
　　支部長会を開催し，適正な透析療法の普及推進を図る．
4）　医療廃棄物対策部会
　　医療廃棄物対策に関する調査・研究を行う．
5）　在宅血液透析部会
　　多様化に対応した在宅血液透析の役割とそれに伴う諸問題について検討する．

①　在宅維持透析指導管理料について適切な実施が行われるよう，要件の明確化について検討
《適正医療経済・制度調査研究委員会》
　透析医療費実態調査の実施と，新規集計・分析システムの構築検討を行う．

①　レセプト（診療報酬明細書）分析調査
②　第 21 回透析保険審査委員懇談会開催
③　新規レセプト集計・分析システムの構築とその試行

《透析医療経営検討委員会》
　透析関連の費用対効果分析に関して検討を行う．

《透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討会》
　透析医療の現状を踏まえ，将来的に良質で効率的な透析医療提供体制の確保に向けた調査・検討を行う．

平成 28 年度事業計画および予算
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2.　適正な人工透析療法の普及（広報活動及び刊行物の発行）事業
《広報委員会》
　適正な透析療法の普及活動及び機関誌の発行を行う．

①　医会雑誌発行
・年 3 回（4 月，8 月，12 月）の定期的発行

②　医会雑誌の充実
・透析医療経済と災害対策問題を 2 重要課題として掲載
・透析医療，最新・話題の学術論文，各種調査報告等のタイムリーな掲載

③　各種学術情報の提供
・研修セミナー，医療制度，学会・研究会案内等

④　その他
・時宜に適った特集号・別冊の発行

3.　腎臓病（腎移植普及を含む）対策事業
《CKD（慢性腎臓病）対策委員会》
　腎移植普及に向け関係機関と連携し協力する．

①　関係団体（公益社団法人日本臓器移植ネットワーク）との連携協力
②　臓器移植普及推進月間・臓器移植推進国民大会への協力
③　会員に対する腎移植の啓発・教育
④　患者に対する腎移植推進
⑤　関連学会（透析医学会・移植学会等）との連携を強化

4.　人工透析療法に関する医療従事者の教育研修事業
《研修委員会》
　透析医療従事者教育研修会の開催と地域研修会等の支援を行う．

①　年 2 回の研修セミナーの開催（春期研修会：東京，秋期研修会：広島）
②　関係学会・団体との教育研修協力
③　地域医療システム確立のための都道府県単位で開催される研修会等の支援

5.　公募研究助成事業
《研究助成審査委員会》
　透析医療の発展に資する研究を公募し，助成してその実現を促進する．

6.　災害時における国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関する安全対策への協力事業
《災害時透析医療対策委員会》
　災害時情報ネットワークシステムの拡充・運用による災害時透析医療の体制整備を図る．

①　厚生労働省防災業務計画に基づく災害時協力体制の整備
②　災害時における緊急透析医療システムの運営

・「災害時情報ネットワーク」を軸にした災害時情報共有体制の整備・運営（第 17 回情報伝達訓
練，サーバーの管理，メーリングリストの運営を含む）

・災害時支援人材 ･ 資材派遣システムの構築
・透析医療災害対策マニュアルの作成
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・災害時情報ネットワークシステムの拡張・充実（障害対策）

7.　医療安全対策事業
《医療安全対策委員会》　［委員会のもとに 2 部会を置く］
　透析医療にかかわる安全対策，特に感染防止対策，医療事故対策の充実・強化を図る．

1）　感染防止対策部会
①　透析室における院内感染の発生状況を把握し，その対策を構築
②　「透析医療における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン」（平成 27 年 3 月発刊）

の周知状況を把握し，「ガイドライン」の修正等の必要性を検討
2）　医療事故対策部会

平成 26 年度に発表した医療事故調査をもとに医療事故防止対策を策定し，普及を図る．平成 27 年
度から始まった医療事故調査報告制度の周知，普及を図り，対応策をたてる．

8.　日本透析医会創立 30 周年記念事業
《創立 30 周年記念事業実行委員会》
　平成 29 年度に創立 30 周年記念事業を実施するための委員会を開催
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平成 28 年度予算

収支予算書（損益ベース）　（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘 定 科 目 平成 28 年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益

①　研究助成事業基金運用益
　　研究助成事業基金受取利息 51,000 51,000 0
②　受取入会金
　　受取入会金 300,000 300,000 0
③　受取会費
　　受取会費 90,000,000 90,000,000 0
④　受取寄付金
　　受取寄付金 20,000,000 25,000,000 △ 5,000,000
⑤　事業収益
　　研修セミナー参加費 500,000 600,000 △ 100,000
⑥　雑収益
　　受取利息 10,000 10,000 0
　経常収益計 110,861,000 115,961,000 △ 5,100,000

　　⑵　経常費用
　 　 　

　　　事業費 　 　 　
　　　　調査・研究，普及，教育研修事業 62,580,000 63,767,000 △ 1,187,000

給与手当 9,253,000 8,835,000 418,000
退職給付費用 173,000 229,000 △ 56,000
福利厚生費 40,000 40,000 0
会議費 750,000 1,190,000 △ 440,000
旅費交通費 4,820,000 6,780,000 △ 1,960,000
通信運搬費 1,500,000 1,460,000 40,000
事務消耗品費 880,000 1,000,000 △ 120,000
印刷製本費 12,200,000 12,100,000 100,000
水道光熱費 120,000 120,000 0
家賃 1,920,000 2,053,000 △ 133,000
原稿料 2,834,000 2,700,000 134,000
謝金 0 100,000 △ 100,000
諸会費 100,000 100,000 0
警備等委託費 380,000 380,000 0
ホームページ管理費 320,000 320,000 0
レセプト調査費 9,000,000 8,000,000 1,000,000
日本臓器移植ネットワーク会費 2,000,000 5,100,000 △ 3,100,000
調査研究費 4,500,000 1,000,000 3,500,000
研修セミナー開催費 10,000,000 10,000,000 0
研修会等助成費 1,500,000 2,000,000 △ 500,000
雑費 290,000 260,000 30,000

　　　　研究助成事業 27,261,000 29,378,000 △ 2,117,000
給与手当 4,626,000 4,417,000 209,000
退職給付費用 85,000 115,000 △ 30,000
福利厚生費 20,000 20,000 0
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（単位：円）

勘 定 科 目 平成 28 年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

会議費 60,000 60,000 0
旅費交通費 150,000 350,000 △ 200,000
通信運搬費 110,000 110,000 0
事務消耗品費 440,000 500,000 △ 60,000
印刷製本費 100,000 100,000 0
水道光熱費 60,000 60,000 0
家賃 960,000 1,026,000 △ 66,000
謝金 150,000 120,000 30,000
諸会費 50,000 50,000 0
警備等委託費 190,000 190,000 0
ホームページ管理費 160,000 160,000 0
研究助成費 20,000,000 22,000,000 △ 2,000,000
雑費 100,000 100,000 0

　　　　安全対策事業 10,535,000 13,058,000 △ 2,523,000
給与手当 2,313,000 2,208,000 105,000
退職給付費用 42,000 57,000 △ 15,000
福利厚生費 10,000 10,000 0
会議費 160,000 940,000 △ 780,000
旅費交通費 250,000 1,400,000 △ 1,150,000
通信運搬費 80,000 220,000 △ 140,000
事務消耗品費 220,000 250,000 △ 30,000
印刷製本費 50,000 630,000 △ 580,000
調査研究費 0 1,000,000 △ 1,000,000
水道光熱費 30,000 30,000 0
家賃 480,000 513,000 △ 33,000
諸会費 25,000 25,000 0
警備等委託費 95,000 95,000 0
ホームページ管理費 80,000 80,000 0
システム管理費 5,100,000 4,000,000 1,100,000
災害発生時対応諸経費 1,500,000 1,500,000 0
雑費 100,000 100,000 0

　　　　　　事業費計 100,376,000 106,203,000 △ 5,827,000

　　　管理費
給与手当 6,939,000 6,625,000 314,000
退職給付費用 128,000 173,000 △ 45,000
福利厚生費 30,000 30,000 0
会議費 500,000 50,000 450,000
常任理事会費 4,000,000 3,500,000 500,000
理事会費 2,500,000 2,500,000 0
総会費 500,000 500,000 0
旅費交通費 1,000,000 1,500,000 △ 500,000
通信運搬費 150,000 150,000 0
事務消耗品費 660,000 750,000 △ 90,000
印刷製本費 150,000 150,000 0
水道光熱費 90,000 90,000 0
家賃 1,440,000 1,539,000 △ 99,000
会計委託費 1,200,000 1,200,000 0
警備等委託費 285,000 285,000 0
祖税公課 2,000 2,000 0
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（単位：円）

勘 定 科 目 平成 28 年度予算額
（Ａ）

前年度予算額
（Ｂ）

対前年度比較増△減
（Ａ）－（Ｂ）

慶弔費 50,000 50,000 0
諸会費 75,000 75,000 0
ホームページ管理費 240,000 240,000 0
雑費 150,000 150,000 0

　　　管理費計 20,089,000 19,559,000 530,000
　　　経常費用計 120,465,000 125,762,000 △ 5,297,000
　　　当期経常増減額 △ 9,604,000 △ 9,801,000 197,000

　2. 経常外増減の部 　 　 　
　　⑴　経常外収益 　 　 　
　　　　　経常外収益 0 0 0
　　　　経常外収益計 0 0 0

　　⑵　経常外費用
　 　 　

　　　　　経常外費用 0 0 0
　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 9,604,000 △ 9,801,000 197,000
　　　　　一般正味財産期首残高 211,479,805 221,280,805 △ 9,801,000
　　　　　一般正味財産期末残高 201,875,805 211,479,805 △ 9,604,000

Ⅱ　正味財産期末残高 201,875,805 211,479,805 △ 9,604,000
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日本透析医会通常総会が平成 28 年 5 月 15 日（日）12 時からコク
ヨホールにて開催された．以下に，その際の資料（抜粋）と主な決
定事項を報告する．

総会資料と決定事項

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
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第 1 号議案

平成 27 年度事業報告書

第 1　会　議

総　会
1.　平成 27 年 5 月 17 日 第 1 号議案　平成 26 年度事業報告書及び財務諸表の承認を求める件
  第 2 号議案　役員（理事・監事）の選任の件

理 事 会
1.　平成 27 年 4 月 24 日
 ⑴　平成 26 年度事業報告書及び財務諸表について
 ⑵　役員（理事・監事）の選任について
 ⑶　執行役員（専務理事）の選定について
 ⑷　通常総会提出議案について
  第 1 号議案　平成 26 年度事業報告書及び財務諸表の承認を求める件
  第 2 号議案　役員（理事・監事）の選任の件

2.　平成 27 年 5 月 17 日
 ⑴　業務執行理事の選定について
 　　①　会長の選定について
 　　②　副会長，専務理事及び常務理事の選定について
 ⑵　名誉会長及び顧問について

3.　平成 28 年 3 月 18 日
 ⑴　平成 28 年度事業計画（案）及び予算（案）について

常任理事会
1.　平成 27 年 4 月 24 日
 協議事項 ⑴　理事会・総会提出議案について

⑵　障害年金の診断書の様式変更及び障害年金制度の周知依頼について（厚生労働
省年金局より）

  ⑶　各支部開催の研修会，講演会の経費補助について（研修委員会より）
  ⑷　レセプト分析調査の今後について

 報告事項 ⑴　平成 26 年度決算等
  ⑵　適正透析普及部会（支部長会）等の開催

2.　平成 27 年 5 月 16 日
 協議事項 ⑴　平成 27 年度通常総会及び通常理事会について
  ⑵　平成 27 年度レセプト分析調査スケジュール（案）について
  ⑶　平成 27・28 年度委員会委員長等推薦について
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3.　平成 27 年 6 月 19 日
 協議事項 ⑴　委員会副委員長，委員及び担当理事の委嘱について
  ⑵　平成 27 年度透析導入に関する調査研究費（愛知県透析医会）について

⑶　「透析施設における感染対策及び感染患者数の現況に関するアンケート」に関
する調査研究費について

  ⑷　各支部開催の研修会，講演会の経費補助について（研修委員会より）
  ⑸　熊本県での更生医療と薬局に関する問題の経緯と今後の対応について

⑹　透析保険審査委員懇談会（6 月 26 日）資料及び診療報酬改定要望事項の検討
について

  ⑺　支部長会（6 月 26 日）議題について
  ⑻　業務執行理事の COI 自己申告書について
  ⑼　協賛及び協賛金のお願い（透析技能検定試験制度協議会より）

 報告事項 ⑴　事業報告書（内閣総理大臣あて）
  ⑵　委員会報告
  　　　研修委員会

4.　平成 27 年 7 月 24 日
 協議事項 ⑴　要望書提出（厚生労働省医政局長あて）

「アセテート・フリー・バイオフィルトレーション療法用製剤の安定供給確保
のお願い」について

⑵　「PTA（経皮的シャント拡張術 K 616-4）関連入院が短期滞在手術基本料の対象
とされた場合の影響に関する緊急アンケートのお願い」について

  ⑶　診療報酬改定要望等（7 月 27 日，厚生労働省保険局医療課提出資料）について
  ⑷　日本透析医会剏立 30 周年記念事業について 

 報告事項 ⑴　委員会報告
  　　　広報委員会
  ⑵　レセプト分析調査システム構築の進捗状況

5.　平成 27 年 9 月 25 日
 協議事項 ⑴　バイフィルについての厚生労働省申し入れ書について
  ⑵　人工腎臓透析用剤の安定供給確保に関するお願いについて 

  ⑶　各支部開催の研修会，講演会の経費補助について（研修委員会より）
  ⑷　日本透析医会剏立 30 周年記念事業実行委員会について

 報告事項 ⑴　公募研究助成申請状況
  ⑵　厚生労働省保険局医療課訪問（7 月 27 日）
  ⑶　研修セミナー（10 月 4 日）等スケジュール

6.　平成 27 年 10 月 23 日
 協議事項 ⑴　レセプト分析調査（中間報告）について
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  ⑵　診療報酬改定要望について
  ⑶　各支部開催の研修会，講演会の経費補助について（研修委員会より）

 報告事項 ⑴　委員会報告
  　　　研修委員会
  　　　広報委員会

⑵　「PTA（経皮的シャント拡張術 K 616-4）関連入院が短期滞在手術基本料の対象
とされた場合の影響に関する緊急アンケート」調査結果

  ⑶　平成 27 年度中間決算

7.　平成 27 年 11 月 27 日
 協議事項 ⑴　「2016 年度血液透析患者実態調査」（全腎協，透析医会，統計研究会）について
  ⑵　「透析医療機関経営・施設実態調査 2015」について

 報告事項 ⑴　平成 28 年度診療報酬改定要望 

  　　　厚生労働省保険局医療課訪問（10 月 29 日）
  　　　日本医師会訪問（11 月 17 日）
  ⑵　高齢化社会に向けた在宅医療の検討小委員会（11 月 11 日）
  ⑶　平成 27 年度公募研究助成審査結果一覧

8.　平成 27 年 12 月 18 日
 協議事項 ⑴　「腎臓移植施設資格基準に基づく資格更新予定のお知らせ」について
  ⑵　平成 28 年度事業計画（案）策定について
  ⑶　各支部開催の研修会，講演会の経費補助について（研修委員会より）

 報告事項 ⑴　レセプト分析調査（最終報告）
  ⑵　「透析医療機関経営・施設実態調査 2015」調査協力のお願い

9.　平成 28 年 1 月 22 日
 協議事項 ⑴　平成 28 年度事業計画（案）策定について

 報告事項 ⑴　透析医療機関経営・施設実態調査 2015

  ⑵　平成 28 年度診療報酬改定の骨子案（中医協資料抜粋）
  ⑶　内閣府による法人立入検査（2 月 24 日）

10.　平成 28 年 2 月 26 日
 協議事項 ⑴　平成 28 年度事業計画（案）・予算（案）について
  ⑵　医療機関に委託した臨床研究について（旭化成メディカルより）
  ⑶　日本透析医会剏立 30 周年記念事業実行委員会（委員選定）について

 報告事項 ⑴　委員会報告
  　　　広報委員会
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  ⑵　平成 27 年度仮決算
  ⑶　2016 年度血液透析患者実態調査（全腎協，透析医会，統計研究会）
  ⑷　内閣府による法人立入検査結果
  ⑸　平成 28 年度診療報酬改定（中医協答申）
  ⑹　レセプト分析調査の電算化対応

11.　平成 28 年 3 月 18 日
 協議事項 ⑴　理事会提出議案について
  ⑵　日本臓器移植ネットワーク会員について
  ⑶　通常総会資料について（事業報告書等，監事選任，定款変更等）
  ⑷　規程の制定について

 報告事項 ⑴　委員会報告
  　　　医療廃棄物対策部会

「医療機関等における感染性廃棄物処理に関するアンケート調査結果と最近
の取扱いに関する注意点について」（会員あて通知）
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第 2　委員会

平成 27 年度委員会開催状況
（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

委員会（部会） 開催年月日 備　　　考

1. 適正透析医療普及推進委員会
　⑴　適正透析導入部会
　⑵　維持透析療法部会
　⑶　適正透析普及部会
　⑷　医療廃棄物対策部会
　⑸　在宅血液透析部会

平成 27 年   6 月 26 日
平成 28 年   3 月   4 日

支部長会

2. 適正医療経済・制度調査研究委員会 平成 27 年   6 月 26 日 保険審査委員懇談会

3. 透析医療経営検討委員会 常任理事会で関連事項協議

4. 透析医療に関するグランドデザイン
　 作成に向けた検討会

5. 広報委員会 平成 27 年   6 月 12 日
平成 27 年 10 月   9 日
平成 28 年   2 月 12 日

6. CKD（慢性腎臓病）対策委員会

7. 研修委員会 平成 27 年   5 月 17 日
平成 27 年 10 月   3 日

8. 研究助成審査委員会 平成 27 年 10 月 23 日

9. 災害時透析医療対策委員会 平成 27 年   6 月 28 日 災害時情報ネットワーク会議

10. 医療安全対策委員会
　⑴　感染防止対策部会
　⑵　医療事故対策部会
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平成 27 年度委員会報告

1.　適正透析医療普及推進委員会
　⑴　適正透析導入部会

愛知県透析医会の透析導入に関する調査研究費として 50 万円助成した．当該調査結果に基づく実態報
告については，日本透析医会雑誌に掲載する．

　⑵　適正透析普及部会
平成 27 年 6 月 26 日，支部長会を開催した．①診療報酬改定要望について，②熊本県での更生医療と薬

局に関する問題の経緯と今後の対応，③「透析医療事故調査報告（H25）」及び「感染ガイドライン（四訂
版）」について，④「サ高住」における在宅血液透析に関する課題，⑤自主機能評価指標について，各担当
理事からの詳細な説明・報告に続き，関連事項の質疑応答を行った．

　⑶　医療廃棄物対策部会
平成 28 年 3 月 4 日，①平成 26 年度に実施したアンケート結果報告（日本透析医会雑誌 Vol. 30-No. 1 掲

載）の反省を踏まえて，再度アンケート調査の実施の有無，②ジカウィルス感染症に関する医療廃棄物等
について，意見交換を行い，「排出業者の責任，特にマニフェスト管理について」の啓発を行うこととした．

2.　適正医療経済・制度調査研究委員会
1）　平成 27 年 6 月 26 日，第 20 回透析保険審査委員懇談会を開催した．事前にアンケートを実施し検討事

項（67 件）要望事項等（173 件）に基づき，基本診療料，医学管理等，検査，投薬 ･ 注射，処置，手術の
診療行為別に討論を行った．詳細な報告については，日本透析医会雑誌（Vol. 30-No. 3）に掲載した．

2）　透析医療費の定点調査について，全国の病院及び診療所（203 施設）の協力を得て，平成 27 年 6 月分
外来透析レセプトの集計分析を実施した．調査結果は日本透析医会雑誌（Vol. 31-No. 1）に掲載する．

3.　透析医療経営検討委員会
1）　平成 27 年 7 月，「PTA（経皮的シャント拡張術 K 616-4）関連入院が短期滞在手術基本料の対象とされ

た場合の影響に関する緊急アンケート」を実施（442 施設）した．
2）　平成 27 年 12 月，「透析医療機関経営・施設実態調査 2015」を実施（593 医療法人）した．

4.　広報委員会
1）　日本透析医会雑誌発刊にかかる企画・編集等を討議し，Vol. 30-No. 1～No. 3 の 3 冊を発行した．
2）　平成 27 年 5 月，日本透析医会雑誌に掲載（Vol. 19-No. 1～Vol. 29-No. 3）してきた「透析医のひとりご

と」の 60 余人分をまとめ，書籍として発行した．

5.　CKD（慢性腎臓病）対策委員会
1）　平成 27 年度臓器移植普及推進月間を主催し，臓器移植推進国民大会を後援した．
2）　（公社）日本臓器移植ネットワーク運営事業に参画（年会費 510 万円）し，腎移植の普及推進に協力し

た．

6.　研修委員会
1）　研修セミナー開催

①　平成 27 年 5 月 17 日，コクヨホール（東京）に於いて，透析医療における Current Topics 2015「透
析専門医と透析関連ガイドライン」（東京開催）を開催し，300 名が参加した．

②　平成 27 年 10 月 4 日，朱鷺メッセ（新潟）に於いて，透析医療における Current Topics 2015「透析
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療法～その過去・今日・未来～」（新潟開催）を開催し，227 名が参加した．
2）　支部（各都道府県透析医会等）が開催した研修会・講演会の経費の助成を行った．

支部名等 講演内容

〈青森県透析医会〉 平成 27 年 5 月 17 日
第 39 回青森人工透析研究会

透析患者の骨代謝

〈福島県支部〉 平成 27 年 7 月 12 日
福島県支部学術講演会

透析患者の死因第 2 位である感染症
～透析施設で必要な感染対策とは～

〈北海道透析医会〉 平成 27 年 8 月 22 日
平成 27 年度北海道透析医会学術講演会

透析療法における医療経済

〈鹿児島県透析医会〉 平成 27 年 10 月 15 日
鹿児島県透析医会学術講演会

透析患者におけるカルニチン補充療法を考える

〈静岡県透析医会〉 平成 27 年 10 月 18 日
第 46 回静岡県腎不全研究会

リン制限はいつからはじめるべきか：基礎医学からの提言

〈福岡県透析医会〉 平成 27 年 10 月 29 日
第 57 回福岡市透析集談会

循環器内科治療の現状と変遷
～透析を含む腎不全に合併しやすい疾患に注目して～

〈愛知県透析医会〉 平成 27 年 11 月 29 日
平成 27 年度研修会

感染症マニュアル改訂について

〈宮城県透析医会〉 平成 27 年 12 月 6 日
第 44 回宮城県腎不全研究会

低カリウム野菜について

〈大阪透析医会〉 平成 28 年 1 月 30 日
大阪透析医会講演会

透析医療と医療安全～医療事故調査制度も踏まえて～

〈東京透析研究会〉 平成 28 年 2 月 21 日
第 44 回東京透析研究会

透析患者の栄養管理

〈京都透析医会〉 平成 28 年 3 月 20 日
第 36 回京都透析医会総会・学術集会

Onco-Nephrology―透析がん患者の診療実態―

3）　平成 28 年度の研修セミナーについて，平成 28 年 5 月 15 日（日）東京，平成 28 年 11 月 6 日（日）広
島での開催を決定した．

7.　研究助成審査委員会
　　平成 27 年 10 月 23 日，公募研究助成申請 27 件について厳正なる審査を行い，以下のとおり 13 件（総額

16,800 千円）を採択した．（採択結果は，ホームページに掲載）

8.　災害時透析医療対策委員会
1）　平成 27 年 6 月 28 日，第 16 回災害時情報ネットワーク会議を開催し，各都道府県災害情報ネットワー

ク関係者など計 80 名が参加した．「日本透析医療災害支援チーム JHAT の立ち上げに際して」（一般社団
法人日本血液浄化技術学会，山家敏彦理事長）の特別講演が行われた後，各支部からの活動報告（書面報
告），情報ネットワーク本部から平成 26 年度の活動報告と平成 27 年度の活動計画についての説明等が行
われた．会議の詳細は，日本透析医会雑誌（Vol. 30-No. 3）に掲載した．

2）　以下の地震等に対応して，災害時情報活動を行った．
・宮城県沖を震源とする地震（M6.8），岩手県花巻市で震度 5 強（平成 27 年 5 月 13 日 6 時 12 分）
・小笠原諸島西方沖を震源とする地震（M8.5），東京都小笠原村，神奈川県二宮町で震度 5 強（平成 27

年 5 月 30 日 20 時 24 分）
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・大分県南部を震源とする地震（M5.7），大分県佐伯市で震度 5 強（平成 27 年 7 月 13 日 2 時 52 分）
・台風第 15 号による熊本県での暴風・豪雨（平成 27 年 8 月 25 日）
・台風第 18 号による関東，東北での豪雨災害（平成 27 年 9 月 7 日～11 日）
　（9 月 10 日　栃木県・茨城県，9 月 11 日　宮城県に大雨特別警報）
・阿蘇山に火口周辺警報（噴火警戒レベル 3（入山規制））（平成 27 年 9 月 14 日）

3）　平成 27 年 9 月 1 日，第 16 回災害時情報伝達訓練を実施した．参加施設は，直接本部ホームページに入
力いただいた施設，および都道府県または地域で独自に行った訓練の参加施設を加えると 44 都道府県で
計 1,658 施設が参加し，昨年度の 1,576 施設を上回り，2000 年の訓練開始以来，過去最高となった．

　　また，イリジウム衛星携帯電話を用いた通話及び電子メール送信訓練では，本部へ 8 施設，副本部へ 8

施設が発信，メールの送信は 6 件だった．また，登録施設以外の施設より，本部との通話が 2 件，副本部
への通話が 1 件，およびメールが 1 件あった．

北海道＝    6　　青　森＝  2　　岩　手＝  4　　宮　城＝  56　　山　形＝  35　　福　島＝36

茨　城＝  40　　栃　木＝54　　群　馬＝  1　　埼　玉＝    4　　千　葉＝112　　東　京＝87

神奈川＝  38　　新　潟＝30　　富　山＝56　　石　川＝  25　　福　井＝    5　　山　梨＝27

長　野＝  74　　岐　阜＝  3　　静　岡＝  4　　愛　知＝146　　三　重＝  22　　京　都＝38

大　阪＝  57　　兵　庫＝26　　奈　良＝  1　　和歌山＝    3　　鳥　取＝  28　　島　根＝19

岡　山＝  60　　広　島＝75　　山　口＝57　　香　川＝  13　　愛　媛＝    1　　高　知＝35

福　岡＝130　　佐　賀＝27　　長　崎＝  3　　熊　本＝  81　　大　分＝  38　　宮　崎＝47

鹿児島＝  24　　沖　縄＝28

4）　情報システム・メーリングリスト保守管理
・「透析医療災害対策メーリングリスト」taisaku_ml

・「災害時情報ネットワークメーリングリスト」joho_ml
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平成 27 年度財務諸表

1.　貸借対照表（平成 28 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　1. 流動資産
　　現預金
　　　　現金
　　　　普通預金
　　　　ゆうちょ銀行振替口座
　　　　定期預金

42,439
1,746,463

48,519
10,006,432

19,797
7,739,628

421,985
10,003,930

22,642
△ 5,993,165

△ 373,466
2,502

　　　　　流動資産合計 11,843,853 18,185,340 △ 6,341,487
　2. 固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金定期預金 202,004,889 202,004,889 0
　　　　基金合計 202,004,889 202,004,889 0
　　⑵　特定資産
　　　　退職給付引当資産 4,149,105 3,561,925 587,180
　　　　特定資産合計 4,149,105 3,561,925 587,180
　　⑶　その他固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金

563,372
6,300,000

50,000

563,372
6,300,000

50,000

0
0
0

　　　　その他固定資産合計 6,913,372 6,913,372 0
　　　　　固定資産合計 213,067,366 212,480,186 587,180
　　　　　資産合計 224,911,219 230,665,526 △ 5,754,307
　
Ⅱ　負債の部
　1. 流動負債
　　　預り金 777,428 495,956 281,472
　　　　流動負債合計 777,428 495,956 281,472
　2. 固定負債
　　　退職給付引当金 4,149,105 3,561,925 587,180
　　　　固定負債合計 4,149,105 3,561,925 587,180
　　　　負債合計 4,926,533 4,057,881 868,652
　
Ⅲ　正味財産の部
　1. 一般正味財産 219,984,686 226,607,645 △ 6,622,959
　　　　正味財産合計 219,984,686 226,607,645 △ 6,622,959
　　　　負債及び正味財産合計 224,911,219 230,665,526 △ 5,754,307
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2.　正味財産増減計算書（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益
　　　①　研究助成事業基金運用益
　　　　　研究助成事業基金受取利息 50,501 50,501 0
　　　②　受取入会金
　　　　　受取入会金 180,000 210,000 △ 30,000
　　　③　受取会費
　　　　　受取会費 87,790,000 88,100,000 △ 310,000
　　　④　受取寄付金
　　　　　受取寄付金 20,350,000 21,800,000 △ 1,450,000
　　　⑤　事業収益
　　　　　研修セミナー参加費 470,000 503,000 △ 33,000
　　　⑥　雑収益
　　　　　受取利息 8,696 11,457 △ 2,761
　　　　　雑収入 1,683,971 0 1,683,971
　　　経常収益計 110,533,168 110,674,958 △ 141,790

　　⑵　経常費用
　　　事業費
　　　　調査・研究，普及，教育研修事業 60,153,923 55,715,498 4,438,425
　　　　　給与手当 8,851,617 8,099,414 752,203
　　　　　退職給付費用 234,872 221,217 13,655
　　　　　福利厚生費 26,937 42,413 △ 15,476
　　　　　会議費 1,165,672 739,215 426,457
　　　　　旅費交通費 4,316,742 3,654,584 662,158
　　　　　通信運搬費 2,848,429 1,580,008 1,268,421
　　　　　事務消耗品費 950,955 1,143,207 △ 192,252
　　　　　印刷製本費 12,741,929 10,005,729 2,736,200
　　　　　水道光熱費 104,527 101,187 3,340
　　　　　家賃 2,019,088 1,919,789 99,299
　　　　　原稿料 2,346,440 2,293,940 52,500
　　　　　諸会費 184,015 102,049 81,966
　　　　　警備等委託費 421,699 380,378 41,321
　　　　　ホームページ管理費 343,008 331,776 11,232
　　　　　レセプト調査費 9,010,400 8,703,720 306,680
　　　　　日本臓器移植ネットワーク会費 5,100,000 5,100,000 0
　　　　　調査研究費 500,000 500,000 0
　　　　　研修セミナー開催費 7,594,542 9,384,995 △ 1,790,453
　　　　　研修会等助成費 1,100,000 1,100,000 0
　　　　　雑費 293,051 311,877 △ 18,826

　　　　研究助成事業 23,913,279 28,468,251 △ 4,554,972
　　　　　給与手当 4,425,808 4,049,707 376,101
　　　　　退職給付費用 117,436 110,609 6,827
　　　　　福利厚生費 13,469 21,206 △ 7,737
　　　　　会議費 53,019 46,785 6,234
　　　　　旅費交通費 105,000 315,560 △ 210,560
　　　　　通信運搬費 94,770 103,777 △ 9,007
　　　　　事務消耗品費 422,393 571,604 △ 149,211
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　印刷製本費 105,948 196,524 △ 90,576
　　　　　水道光熱費 52,264 50,594 1,670
　　　　　家賃 1,009,544 959,894 49,650
　　　　　謝金 130,000 110,000 20,000
　　　　　諸会費 92,008 51,025 40,983
　　　　　警備等委託費 210,850 190,189 20,661
　　　　　ホームページ管理費 171,504 165,888 5,616
　　　　　研究助成費 16,800,000 21,400,000 △ 4,600,000
　　　　　雑費 109,266 124,889 △ 15,623

　　　　安全対策事業 12,581,077 17,329,609 △ 4,748,532
　　　　　給与手当 2,212,904 2,024,854 188,050
　　　　　退職給付費用 58,718 55,305 3,413
　　　　　福利厚生費 6,735 10,603 △ 3,868
　　　　　会議費 780,589 938,239 △ 157,650
　　　　　旅費交通費 0 913,020 △ 913,020
　　　　　通信運搬費 82,681 91,533 △ 8,852
　　　　　事務消耗品費 211,197 285,802 △ 74,605
　　　　　印刷製本費 663,606 51,498 612,108
　　　　　調査研究費 1,497,636 0 1,497,636
　　　　　調査委託費 0 6,004,800 △ 6,004,800
　　　　　水道光熱費 26,132 25,297 835
　　　　　家賃 504,772 479,947 24,825
　　　　　諸会費 46,004 25,513 20,491
　　　　　警備等委託費 105,425 95,095 10,330
　　　　　ホームページ管理費 85,752 82,944 2,808
　　　　　システム管理費 5,369,671 5,412,970 △ 43,299
　　　　　災害発生時対応諸経費 732,000 730,000 2,000
　　　　　雑費 197,255 102,189 95,066
　　　　事業費計 96,648,279 101,513,358 △ 4,865,079

　　　管理費
　　　　　給与手当 6,638,712 6,074,561 564,151
　　　　　退職給付費用 176,154 165,914 10,240
　　　　　福利厚生費 20,204 31,810 △ 11,606
　　　　　会議費 457,052 14,820 442,232
　　　　　常任理事会費 4,538,022 3,714,554 823,468
　　　　　理事会費 2,172,179 1,878,427 293,752
　　　　　総会費 935,749 918,364 17,385
　　　　　旅費交通費 960,556 2,180,820 △ 1,220,264
　　　　　通信運搬費 128,062 144,001 △ 15,939
　　　　　事務消耗品費 633,590 857,406 △ 223,816
　　　　　印刷製本費 126,522 154,495 △ 27,973
　　　　　水道光熱費 78,395 75,890 2,505
　　　　　家賃 1,514,316 1,439,842 74,474
　　　　　会計委託費 1,200,000 1,200,000 0
　　　　　警備等委託費 316,274 285,284 30,990
　　　　　報酬 0 600,000 △ 600,000
　　　　　租税公課 800 1,600 △ 800
　　　　　慶弔費 52,096 0 52,096
　　　　　諸会費 138,011 76,538 61,473
　　　　　ホームページ管理費 257,256 248,832 8,424
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　雑費 163,898 187,334 △ 23,436
　　　管理費計 20,507,848 20,250,492 257,356
　　　経常費用計 117,156,127 121,763,850 △ 4,607,723
　　　当期経常増減額 △ 6,622,959 △ 11,088,892 4,465,933

　2. 経常外増減の部
　　⑴　経常外収益
　　　　　経常外収益 0 0 0
　　　　経常外収益計 0 0 0
　　⑵　経常外費用
　　　　　経常外費用 0 0 0
　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 6,622,959 △ 11,088,892 4,465,933
　　　　　一般正味財産期首残高 226,607,645 237,696,537 △ 11,088,892
　　　　　一般正味財産期末残高 219,984,686 226,607,645 △ 6,622,959

Ⅱ　正味財産期末残高 219,984,686 226,607,645 △ 6,622,959
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3.　財務諸表に対する注記
⑴　重要な会計方針
　1）　退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている．

　2）　リース取り引きの処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている．

⑵　基金，特定資産，その他の固定資産の増減額及びその残高
　　基金，特定資産，その他の固定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである．

（単位：円）

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基金
　研究助成事業基金定期預金 202,004,889 0 0 202,004,889

小　　　計 202,004,889 0 0 202,004,889

特定資産
　退職給付引当資金 3,561,925 587,180 0 4,149,105

小　　　計 3,561,925 587,180 0 4,149,105

その他固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金

563,372
6,300,000

50,000

0
0
0

0
0
0

563,372
6,300,000

50,000

小　　　計 6,913,372 0 0 6,913,372

合　　　計 212,480,186 587,180 0 213,067,366

⑶　基金，特定資産，その他の固定資産の財源等の内訳
　　基金，特定資産，その他の固定資産の財源等の内訳は，次のとおりである．

（単位：円）

科　　　目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基金
　研究助成事業基金定期預金 202,004,889 0 （202,004,889） 0

小　　　計 202,004,889 0 （202,004,889） 0

特定資産
　退職給付引当資金 4,149,105 ― ― （4,149,105）

小　　　計 4,149,105 ― ― （4,149,105）

その他の固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金

563,372
6,300,000

50,000

0
0
0

（563,372）
（6,300,000）

（50,000）

0
0
0

小　　　計 6,913,372 0 （6,913,372） 0

合　　　計 213,067,366 0 （208,918,261） （4,149,105）



376 日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 2　2016

⑷　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
　　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである．

（単位：円）

補助金等の名称 交付者 前期末
残高　 当期増加額 当期減少額 当期末

残高　
貸借対照表上の
記載区分　　　

血液透析患者におけるナチュラルキラー細胞
機能と感染症発症に関する検討

永井　　恵 0 800,000 800,000 0

透析患者における骨ミネラル代謝異常の進展
および治療効果を規定する遺伝子多型の同定

濱野　高行 0 2,000,000 2,000,000 0

Diamond-like-carbon コーティングを用いた
透析用人工血管の開発

藤井　泰宏 0 2,300,000 2,300,000 0

栄養指標が血液透析（HD）患者の予後に与
える影響「A：2010 年度栄養調査を実施した
HD 患者の追跡調査・予後調査」と「B：2015
年度 HD 患者の栄養調査」

井上　啓子 0 500,000 500,000 0

透析患者における新たな血管石灰化の機序と
してのグリコサミノグリカン関連酵素である
EXTL2 に関する研究

後藤　俊介 0 1,000,000 1,000,000 0

エリスロポエチン発現細胞における NF-lB
活性化と腎線維化の関係

吉田　　理 0 2,000,000 2,000,000 0

腹膜線維化に対する H3K9 メチル化酵素阻害
薬（G9a）の効果

正木　崇生 0 700,000 700,000 0

血液浄化療法施行時における脳内局所酵素飽
和度測定の臨床的意義

大河原　晋 0 1,200,000 1,200,000 0

糖尿病性透析患者の代謝解明と透析治療法の
確立

藤原　正子 0 1,700,000 1,700,000 0

透析アミロイド―シスの臨床重症度分類スコ
アの確立に関する研究

星野　純一 0 1,000,000 1,000,000 0

自家骨髄間葉系幹細胞による糖尿病性腎症に
対する新規治療法の開発研究～細胞賦活化剤
の有用性の検討

大谷　美穂 0 1,000,000 1,000,000 0

バスキュラーアクセス関連感染症の疫学とそ
のリスク因子に関する多施設共同研究

森兼　啓太 0 600,000 600,000 0

バイオ 3D プリンタを用いた次世代型透析用
人工血管の開発

伊藤　　学 0 2,000,000 2,000,000 0

合　　　　計 0 16,800,000 16,800,000 0
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4.　附属明細書
⑴　基金，特定資産，その他の固定資産の明細
　　財務諸表に対する注記（2）に記載している．

⑵　引当金の明細

（単位：円）

科　　　目 期首残高 当期増減額
当期減少額

期末残高
使用目的 その他

退職給付引当金 3,561,925 587,180 0 0 4,149,105

合　　　計 3,561,925 587,180 0 0 4,149,105 
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5.　財産目録（平成 28 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産） 　 　 　 　
現預金 現金 手元保管 運転資金として 42,439 
　 普通預金 りそな銀行 　　　〃 926,537 
　 みずほ銀行 　　　〃 82,535 
　 三井住友銀行 　　　〃 20,757 
　 三菱東京 UFJ 銀行 　　　〃 716,634 
　 振替口座 ゆうちょ銀行 　　　〃 48,519 

定期預金 三菱東京 UFJ 銀行 　　　〃 10,006,432 

流動資産合計 11,843,853 

（固定資産） 　 　 　
基金 研究助成事業基金

定期預金
三菱東京 UFJ 銀行 公益目的保有財産であり，運用益を研究

助成事業に使用している
202,004,889 

特定資産 退職給付引当資金 三菱東京 UFJ 銀行 職員退職金の支払財源として積み立てて
いる

4,149,105 

その他固定資産 電話加入権 東京都千代田区神田須
田町 1-15-2

共用財産であり，うち 70％ は公益の用
に供し，30％ は管理運営の用に供して
いる

563,372 

　 淡路建物ビル保証金 〃 〃 6,300,000 
　 警備保証金 〃 〃 50,000 

　 〈その他固定資産合計〉 6,913,372 

固定資産合計 213,067,366 

資産合計 224,911,219 

（流動負債） 預り金 三菱東京 UFJ 銀行ほか 会費（重複納入）の預り分 270,000 
　 住民税の未払い分 62,400 
　 源泉所得税の未払い分 262,858 
　 健康保険の未払い分 67,180 
　 厚生年金の未払い分 114,990 

　 流動負債合計 777,428 

（固定負債） 退職給付引当金 三菱東京 UFJ 銀行 職員に対する退職金の支払に備えたもの 4,149,105 

　 固定負債合計 4,149,105 

負債合計 4,926,533 

正味財産 219,984,686 
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第 2 号議案

監事選任の件

任期満了に伴う監事選任について平成 28 年 4 月の理事会において，平成 28 年通常総会に役員選任議案を上程
することとなりました．

つきましては，下記の監事 2 名の候補者を選任していただきたくお願いいたします．任期は平成 30 年度通常
総会の日までの 2 年間となります．

1.　監事（定数 3 名※　候補者 2 名）

氏　名 所　　　　　属 備　考
岩　崎　文　昭 鳥飼総合法律事務所　弁護士・公認会計士 重　任
渡　邊　有　三 春日井市民病院　院長 重　任

 ※定数 3 名のうち 1 名は，平成 27 年度通常総会において選任済み（任期：平成 29 年度通常総会まで）
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第 3 号議案

定款の一部変更について

1.　変更の理由

①　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 91 条第 2 項に代表理事，業務執行理事は「三箇月に一
回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない．ただし，定款で毎事業年度に四箇
月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は，この限りでない．」と規定
されていることから，現行定款第 23 条に第 6 項を新設するとともに，第 30 条第 2 項の一部を変更するも
のです．

②　「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律（平成 26 年法律第 91 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行され，責任限定契約を締結することが認
められた者として「外部役員等」が「非業務執行理事等」に改められたため，現行定款第 27 条第 2 項の
一部を変更するものです．

2.　変更の内容
（下線は変更部分）

現行定款 定款変更案

第 5 章　役　員 第 5 章　役　員
（職務及び権限） （職務及び権限）
第 23 条 第 23 条
〜 （条文省略） 〜 （現行どおり）

5 　

　　（新　設）

6 　（条文省略）

5
6 　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎

事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自
己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。

7 　（現行どおり）

（責任の免除又は限定）
第 27 条　（条文省略）

2 　本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任
について、法令に定める要件に該当する場合に
は賠償責任を限定する契約を、締結することが
できる。ただし、その契約に基づく賠償責任の
限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法
令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額
とする。

（責任の免除又は限定）
第 27 条　（現行どおり）

2 　本会は、一般社団法人・財団法人法第 115 条
第 1 項の非業務執行理事等との間で、前項の賠
償責任について、法令に定める要件に該当する
場合には賠償責任を限定する契約を、締結する
ことができる。ただし、その契約に基づく賠償
責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた
額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか
高い額とする。

第 6 章　理事会 第 6 章　理事会
（種類及び開催）
第 30 条　（条文省略）

2 　通常理事会は、毎年度 5 月に開催する。
3 　（条文省略）

（種類及び開催）
第 30 条　（現行どおり）

2 　通常理事会は、毎事業年度 3 回以上開催する。
3 　（現行どおり）
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平成 28 年度 通常総会報告

秋澤会長挨拶

皆様，秋澤でございます．さきほどのセミナーの開会の時に申し上げましたが，私，この会長に指名されて 1

年が経ちました．この 1 年間，私の人生と同じで，向かい風の 1 年間であったと思います．特に，今年の春の診
療報酬の改定，そして，ちょうどひと月前になりますが，熊本の大地震，これらは大変な，大きな，この透析医
会にとっても，私にとっても試練だったと思います．

特に，この熊本の地震につきましては，49 名の方が亡くなられて，そしてまた 19 名の方が災害関連死をされ
たということに加えて，20 を超える透析施設が非常に大きな被害を受けられたということで，私ども，透析医
会会員，大変心を痛めております．本日，このお忙しいなか，熊本からも久木山先生，あるいは，大分からも先
生方がご参加いただきまして，本当に感謝しておりますが，日本透析医会を代表して，熊本の患者さん，大分の
患者さん，そして，熊本の先生方，大分の先生方にお見舞い申し上げたいと思います．

また，この災害に関しましては，日本透析医会，4 月の 18 日に，義援金の募金を始めさせていただきまして，
これまでに 3,800 万円を超える多額の義援金をいただいております．これらにつきましても，支援地になるべく
早くお渡しいたしまして，復旧に，あるいは復興に，役立てていただきたいと，このように思っております．

本日はこの 1 年間の日本透析医会の事業報告と，そして会計決算，それらについて報告させていただきます．
また，先生方からも，忌憚のないご意見をいただければと思います．どうかよろしくお願いいたします．

議長選出
　　鈴木正司　副会長を選出
議事録署名人
　　隈　博政　理事
　　宍戸寛治　理事を選任
議　事
第 1 号議案　平成 27 年度事業報告書及び財務諸表の承認を求める件

山川智之常務理事から事業報告について，資料に基づき，1. 会議，2. 委員会の順に説明が行われ，篠田俊
雄専務理事から財務諸表について，資料に基づき貸借対照表，正味財産増減計算書等の詳細な説明が行われ
た．引き続いて岩崎文昭監事から平成 27 年度の理事の職務の執行状況等についての監査報告が行われた．

議長による採決が行われ，平成 27 年度事業報告書及び財務諸表ともに満場一致で承認された．
第 2 号議案　監事選任の件

秋澤会長から岩崎文昭監事，渡邊有三監事の任期が本定時総会終結時をもって満了となるため両氏を引き
続き監事に選任していただきたい旨の提案があり，議長による採決が行われ満場一致で両氏が選任された．

第 3 号議案　定款の一部変更について承認を求める件
太田圭洋常務理事から当会の定款に関し，配布資料に基づき，①一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律第 91 条第 2 項に代表理事，業務執行理事は「三箇月に一回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない．ただし，定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなけれ
ばならない旨を定めた場合は，この限りでない．」と規定されていることから，現行定款第 23 条に第 6 項を
新設するとともに，第 30 条第 2 項の一部を変更したい．

②「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び「同法の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律」（平成 26 年法律第 91 号）が平成 27 年 5 月 1 日に施行され，責任限定契約を締結することが認
められた者として「外部役員等」が「非業務執行理事等」に改められたため，現行定款第 27 条第 2 項の一
部を変更したい旨の説明があり，議長による採決が行われ満場一致で承認された．
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要　旨

本邦では 2013 年 2 月よりすべての Helicobacter py-

lori（HP）感染者に除菌治療が保険適用となった．胃
癌や出血性消化管潰瘍等に対する予防効果や栄養状態
改善効果のために，除菌治療が期待されることは透析
患者においても同様であるが，非透析患者との薬物動
態の違いから，透析患者に対する除菌治療は確立して
おらず，実臨床においても敬遠されがちである．特に
amoxicillin（AMPC）の最高血中濃度や半減期が大き
く異なることが問題となる．今回，血液透析（HD）
患者を対象に現行の除菌レジメンと AMPC 減量レジ
メンにて除菌を行い，非透析患者群とあわせて有効性
と安全性を比較した．その結果，HD 患者の除菌治療
では，AMPC を減量しても非透析患者における通常療
法と同等の除菌効果が期待できることが判明した．一
方，通常用量における有害事象発生率は，非透析者の
それと比べ高かった．このことから，透析患者に対す
る除菌治療において，有効性と安全性の観点から
AMPC を減量することが望ましいと考えられた．

1　緒言・目的

Helicobacter pylori（HP）感染に由来する慢性胃炎
は，胃十二指腸潰瘍や胃癌，胃 MALT リンパ腫発症

の最大の危険因子であることが知られている．特に胃
癌と HP 感染の因果関係については疑う余地がなく，
胃癌発症予防のためには HP 除菌療法は重要な治療の
一つである1～3）．また血液透析（HD）患者において
は，抗凝固薬や NSAIDs の併用や動脈硬化を伴うこと
も多いため，しばしば出血性消化管潰瘍を発症し，重
篤な状態に陥る機会も少なくない．一方で HP 感染は
HD 患者の栄養状態にも関与し，HP 除菌療法で栄養
不良が改善することが示されている4）．栄養摂食状態
は胃で分泌される摂食調節ホルモンである血清グレリ
ン値に依存しているが，一般的に HP 感染者のグレリ
ン値は低く5），除菌によりその発現量が増すことが栄
養状態改善のメカニズムと考えられている6）．このよ
うなことから非透析患者と同様に，HD 患者において
も HP 除菌は予後改善（抗腫瘍効果，潰瘍発症予防効
果，栄養状態改善効果）のためには重要な治療と考え
られる．

本邦において，2013 年 2 月にすべての HP 感染者
に保険適用となって以降，除菌治療が急速に普及した．
除菌治療は一般的にプロトンポンプ阻害剤（PPI）と
AMPC，clarithromycin（CAM）の 3 剤を併用するが，
使用機会の増加に伴う CAM 耐性菌の増加により除菌
率が徐々に低下していることが問題となっている．ま
た，HD 患者の薬物動態は腎機能が荒廃している点か

公募研究助成 〈論文〉

慢性血液透析患者における Helicobacter pylori 
除菌療法の PK/PD を考慮した最適化の検討

佐原　秀＊1　杉本光繁＊1, 2　安田日出男＊1　
＊1  浜松医科大学第一内科　＊2  滋賀医科大学医学部附属病院光学医療診療部

key words：透析，除菌療法，ヘリコバクターピロリ，アモキシシリン
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Shu Sahara
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Division of Digestive Endoscopy, Shiga University of Medical Science Hospital/First Department of Medicine, Hamamatsu University School 
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Mitsushige Sugimoto
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ら非透析患者とは異なり，現時点において HD 患者に
対する有効かつ安全性の高い HP 除菌療法は確立され
ていない．特に AMPC の最高血中濃度や半減期が大
きく異なることが問題となる．そのため，臨床現場に
おいて，HD 患者に対して HP 除菌治療が積極的に行
えていない現状がある．

これらのことから，年々増加傾向にある HD 患者に
対する安全かつ効率的な除菌治療を確立することは急
務と考えられる．今回，HD 患者の薬物動態を考慮し
た適切な除菌レジメンについて検討した．

2　対象・方法

2-1　対　象

2014 年 11 月～2015 年 8 月の期間において，浜松医
科大学附属病院およびその関連施設で 1 カ月以上透析
を受けている 409 名の HD 患者を研究対象とした．
除菌歴，悪性疾患，胃手術歴，AMPC や CAM に対す
るアレルギーを持つ患者は対象から除外した．すべて
の対象者に対して文書および口頭によるインフォーム
ドコンセント後に同意書を取得した．

2-2　プロトコール

409 名の透析患者のうち，latex coagulating immune-

nephelometry assay（LIA 法，栄研化学，東京）を測
定原理とした HP 抗体価測定により，HP 感染が確認
され除菌治療を希望した HD 患者 37 名に対し，治療
前に上部消化管内視鏡検査にて胃の状態を評価し，感
染再確認目的の迅速ウレアーゼ試験と HP 培養検査の
ため，前庭部と体部より数カ所生検し組織を採取した．

治療は二つのレジメンを無作為に割り付けた［A 群
（通常療法群）：esomeprazole 20 mg/CAM 200 mg/

AMPC 750 mg を 1 日 2 回 1 週 間，B 群（AMPC 減 量
群）：esomeprazole 20 mg/CAM 200 mg/AMPC 250 

mg を 1 日 2 回 1 週間］．同時期に通常療法にて除菌
を行った非透析患者 63 名を対照群とした（C 群）．除
菌後次回の外来で，有害事象の有無を確認した．除菌
治療の成否は，除菌後 6 週後に行った尿素呼気テスト

（大塚製薬，東京）で評価し，カットオフ値を 2.5‰
とした．

プロトコールは浜松医科大学倫理委員会の承認を得
た．ま た 本 研 究 は UMIN 臨 床 試 験 登 録 を 行 っ た

（UMIN number：000014910）．

2-3　CYP2C19 遺伝子多型と CAM 耐性菌

HD 患者の生検サンプルから DNeasy Blood & Tis-

sue Kit（QIAGEN，東京）を用いて DNA を抽出した．
PCR 法により exon4 と exon5 の変異の有無を評価し，
肝における PPI の主な代謝酵素である CYP2C19 遺伝
子多型を分類した（rapid metabolizer;  RM，interme-

diate metabolizer;  IM，poor metabolizer;  PM）．同様に
PCR 法により HP の 23S rRNA 遺伝子の変異（A2143G

および A2144G）の有無を判定し，CAM 耐性を評価
した．

2-4　統計学的解析

データは平均値±標準偏差で示した．3 群間におけ
る臨床パラメータの比較は ANOVA 法または |二乗検
定を用いた．HD 患者 2 群間における CYP2C19 遺伝
子多型分布や CAM 耐性菌率は |二乗検定，Mann-

Whitney U 検定を用いて比較した．各群の除菌率は
ITT（intention-to-treat）と PP（per-protocol）で 示 し
た．各群における除菌率や有害事象発生率の比較は |
二乗検定を用いた．統計ソフトは StatView 5.0 を使用
し，p＜0.05 を有意差ありとした．

3　結　果

3-1　透析患者における HP 感染率

抗体診断法による透析患者の HP 感染率は 14.7％
（60/409）であった．陽性者と陰性者の間では，年齢，
身長，体重，性別，生活習慣（喫煙，飲酒），基礎疾
患の分布に差を認めなかったが，透析期間で有意差を
認め，陰性者のほうが長かった（p＝0.002，表 1）．

3-2　除菌治療患者背景

透析患者の HP 感染者のうち，上部消化管内視鏡検
査への抵抗感，当院への通院困難，高齢，すでに QOL

の悪い状態であること，などを理由に 23 名は除菌治
療を希望しなかった．除菌治療を行った HD 患者 2 群
間（A 群：18 名，B 群：19 名）で，年齢，身長，体重，
性別，透析期間，CYP2C19 遺伝子多型分布，CAM 耐
性菌率に有意差を認めなかった．非透析患者群（C

群：63 名）は，透析患者群に比べ，年齢（p＝0.042）
と体重（p＝0.009）に有意差を認めた（表 2）．
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3-3　除菌成功率

A 群 の 除 菌 率 は，ITT で 77.8％（95％ CI：52.3～
93.6％），PP で 77.8％（95％ CI：52.3～93.6％）で あ
り，B 群の除菌率［ITT：84.2％（95％ CI：60.4～96.6

％），PP：88.9％（95％ CI：65.2～98.6％）］と有意差
を認めなかった．このことは，透析患者に対し除菌時
の AMPC 使用量を 1/3 に減量しても，同等の除菌効

果が望めることを示唆する．同様に C 群の除菌率は，
ITT で 74.6％（95％ CI：62.1～84.7％），PP で 81.0％

（95％ CI：68.6～90.1％）であり，透析患者群と比較
して有意差を認めなかった（図 1）．

本研究において，透析患者の CAM 耐性菌率は 54.5

％（18/33）であり，これまで報告されている非透析
患者における CAM 耐性菌率よりも高いものであった．

表 1　透析患者における HP 抗体陽性者，陰性者の比較

陽性（60 名） 陰性（349 名） p value

年　齢 67.1±10.2 63.9±13.2 0.713†

身　長 162.4±8.7 161.5±9.1 0.523†

体重（DW） 57.2±11.5 56.2±12.2 0.573†

性（M/F） 43/17 233/111 0.546†2

透析期間（年） 4.3±3.8 6.7±6.0 0.002†3

背景腎疾患（糖尿病性
腎症/慢性糸球体腎炎/
腎硬化症/その他）

21/21/6/8 112/126/30/67 0.750†2

喫煙（有・Ex/無） 29/31 125/224 0.065†2

飲酒（有・Ex/無） 30/30 141/208 0.164†2

†：t test，†2：chi-square test，†3：Mann-Whitney’s U test

表 2　除菌治療患者の臨床的背景

A 群（18 名） B 群（19 名） p value C 群（63 名） p value

年　齢 67.0±9.1 65.5±11.2 0.653† 59.0±15.5 0.042†4

身　長 162.3±9.8 161.4±9.4 0.813† 162.7±18.1 0.956†4

体重（DW） 57.6±12.1 55.0±13.0 0.537† 63.9±11.5 0.009†4

性（M/F） 12/6 13/6 0.909†2 43/20 0.991†2

透析期間（年） 4.5±4.5 3.4±3.4 0.487†3

CYP2C19 遺伝子多型
（RM/IM/PM） 8/5/3 7/8/2 0.628†2

CAM-sensitive/-resistant 9/8 9/7 0.849†2

†：t test，†2：chi-square test，†3：Mann-Whitney’s U test，†4：ANOVA 検定

図 1　各群における除菌率
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透析患者群の CAM 耐性菌に対する除菌成功率は 66.7

％（95％ CI：38.4～88.2％）と，一般的に認識されて
いる CAM 耐性菌に対する除菌率より高いものであっ
た（図 2）

3-4　有害事象発生率

6 名の透析患者と 3 名の非透析患者で，下痢，嘔気，
便秘，味覚障害，舌腫脹，皮疹を含む有害事象を認め
た．そのうち 1 名の非透析患者で，高度の嘔気が持続
したため，除菌治療が継続できなかったが，それ以外
の症例では症状は比較的軽微であったため，除菌治療

を完遂することができた．有害事象発生率に関しては，
A 群で 22.2％（4/18）であり，これは B 群の 11.1％

（2/18）より高い傾向を認め，C 群の 5.1％（3/59）と
比べて有意に高かった（p＝0.027，図 3）．

4　考　察

今回の検討では，透析患者の除菌治療時に AMPC

の用量を通常の 1/3 に減量（1,500 mg/日→500 mg/

日）しても非透析患者における通常療法と同等の除菌
効果が期待でき，有害事象発生率は非透析者における
治療時と差を認めなかった．一方で，透析患者に対す

図 2　CAM 感受性/耐性菌に対する除菌率
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る除菌治療のさいに通常療法を用いると，有害事象発
生率は非透析者のそれと比べ高くなることが明らかに
された．

通常，一次除菌療法では，PPI，AMPC，CAM の 3

剤が併用される．抗菌薬と共に PPI が併用される理由
として，①酸に弱い抗菌薬の活性を維持する，②HP

の抗菌薬に対する感受性を上昇させる，などがある7～9）．
したがって PPI による酸分泌抑制効果は，除菌成否
に影響を与えうるが，PPI は肝代謝であるため，腎不
全や透析患者でも非透析者と同様の薬物動態である．
一方，抗菌薬，特に AMPC は腎排泄が優位であり，
腎不全患者における最高血中濃度（Cmax）は健常者
の 2～4 倍，消失半減期（T1/2）は健常者の 5～20 倍と
されている10, 11）．

したがって，腎不全時の適正投与ガイドラインでも
AMPC は 30％ の減量投与が推奨されている12）．同様
に HP 除菌治療のガイドラインでも，安全性の観点か
ら腎不全患者に対しては AMPC の減量が望ましいと
しているが，具体的なレジメンは示されていない13）．
また海外を中心に HD 患者における除菌成績を示し
た報告が散見されるが，それらのほとんどが本邦にお
ける保険診療適応外のレジメンを採用している14～20）．
そのため，臨床現場では HD 患者に対して HP 除菌治
療が積極的に行えていない．以上の背景から，本検討
では PPI と CAM は常用量で AMPC のみを 1/3 量に
減量したレジメンを設定したが，同レジメンの有効性
と安全性を示されたことは大変意義深いと考えられる．

CAM 耐性菌に対する通常の 3 剤併用療法の除菌率
は 0～33％ であるため21, 22），本邦における近年の CAM

耐性菌の増加に伴う除菌成功率の低下傾向が問題とな
っている．本邦では 2000 年以前には 10％ 以下であっ
た CAM 耐性率が，2007 年以降には 30％ を超え，
CAM を使用する 3 剤療法の除菌率も，当初の 90.6％
から 74.8％ にまで低下している23）．透析患者におけ
る CAM 耐性率に関する既報は少ないが，非透析患者
に比べると高いとする報告がある24）．これは日常診療
の中で CAM を使用する頻度が非透析患者に比べ高い
ことと関連があると推察される．本検討でも，HD 患
者における CAM 耐性率は高値であった．それにもか
かわらず全体の除菌率は非透析患者群と同等であった．
これは，HD 患者群における CAM 耐性菌に対する除
菌率が高いことを示唆しているが，その理由として

HD 患者では非透析患者群と比べ，耐性がないとされ
る AMPC の十分な血中濃度が得られたためだと考え
られる．A 群と B 群の CAM 耐性菌に対する除菌率が，
この説明に相反する結果であったが，これは対象症例
数が少ないためだと考えられる．

これまでも非透析患者において，CAM 耐性菌や除
菌難治例に対する確実な除菌治療・レジメンの開発が
試みられてきた9, 25～27）．これらのレジメンは，現状で
は本邦において保険適用外であるが，従来の PPI よ
りもさらに強力な酸分泌抑制能をもち，最近市販化さ
れた第 3 世代 PPI である vonoprazan を使用した除菌
治療では，CAM 耐性菌に対しても非常に高い除菌成
功率が期待されている．本検討における HD 患者に
対する除菌成功率は 80％ 程度であり，非透析患者群
における通常療法と比べて遜色はないものの，改善の
余地は残されている．今後，健常人とは薬物動態が異
なる HD 患者においても，より高い有効性と安全性を
もつ新たなレジメンの開発が望まれる．

今回の検討ではいくつかの limitation が存在する．
一つ目として，HD 患者の除菌症例数が少ないことが
あげられる．これは HD 患者における HP 感染率が
14.7％ と既報に比べ著しく低いことに由来している．
HD 患者の HP 感染率は，非透析患者と比べ，ほとん
ど差はないとされている28）が，透析期間の長期化によ
る感染診断の陰転化も示唆されている28, 29）．本検討で
は，一次感染診断法として抗体診断のみとしたが，偽
陰性症例が多く含まれている可能性が考えられた．二
つ目は，3 剤，特に AMPC の血中濃度を測定してい
ない点である．そのため，レジメンや透析/非透析の
違いと除菌成績の違いの相関関係を直接関連付けるこ
とができなかった．

5　結　語

血液透析患者の除菌治療では，AMPC を減量して
も非透析患者における通常療法と同等の除菌効果が期
待できる．一方，通常用量における有害事象発生率は，
非透析者のそれと比べ高くなるため注意が必要である．
以上より，透析患者に対する除菌治療においては，有
効性と安全性の観点から AMPC を減量することが望
ましい．しかし，厳密には AMPC の減量レジメンは
保険適応外治療であり，自費診療となる．そのため，
さらなるデータの集積と並行して，学会への働きかけ
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などの必要性も今後の検討課題と考えられる．

本研究は，平成 25 年度日本透析医会公募研究助成
によってなされたものである．
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要　旨

本研究では，医療施設において慢性血液透析療法を
受けている患者を対象に，運動プログラムの介入をし，
その有効性を検証した．具体的には，透析患者に対し
て治療中に実施できる運動プログラムを提供し，その
有効性を個人の心理学的特性によるプログラム効果の
影響についても検討し，個人特性に応じた実用性の高
い運動習慣獲得プログラムによる包括的な健康行動支
援が可能になると期待される．慢性疾患患者に求めら
れている運動習慣や服薬管理等を含む健康行動の変容
に役立つことが立証できれば，合併症予防による透析
医療費の抑制や介護費用の削減等の経済効果も期待で
きる．また，水分管理や栄養管理など，セルフ・コン
トロールが要求される健康管理行動の患者教育に広く
汎用できるものである．

1　目　的

慢性血液透析患者における体力の低下は深刻な問題
であり，透析患者の体力は健常者に比べて半分程度に
低下していると報告されている（金内：2002）．これ
に対して運動療法の介入研究は多数報告されているも
のの，体力等の運動効果を検証するものが多く，運動
行動の継続を検討した研究はきわめて少ない．飛田
ら1）（2009）による慢性透析患者の自発的な運動行動の
継続を検討した研究では，3 カ月間の介入により患者
が自主的に運動を継続できたことは明らかとなったが，

運動行動がどのように変化したのかについては未だ明
らかにされていない．そこで，運動習慣の獲得を目指
した心理的支援プログラムを開発するために行動分析
学的アプローチを基軸とするプログラムを検討する．
行動分析学的アプローチとは，個人の標的行動と機能
的関係をもつ環境事象を操作することによって，行動
変容をもたらすものである．この行動変容のさいに，
個人の心理学的特性を評価する指標として価値割引法
を採用する．これにより個人の自己制御傾向を評価す
ることができ，個人特性に応じた実用性の高い運動習
慣獲得プログラムを開発することを目指す．

2　方　法

【ステップ 1】運動プログラムおよび運動用具の開発：
平成 26 年 1 月～11 月

慢性血液透析患者が通院中の医療施設で実施できる
運動プログラムを開発した．具体的には，穿刺前に行
う上肢の運動および透析治療中に臥床のまま行う下肢
の運動，腹直筋を主働筋とする運動で構成し，レジス
タンストレーニングを採用した．臥床のまま行う下肢
の運動には特殊な用具が必要であったため，その運動
用具を開発し複数回の改良を重ねた．

【ステップ 2】運動プログラムの介入：平成 26 年 12 月
～平成 27 年 12 月

運動用具が完成した段階で運動プログラムの DVD

を作成し，その DVD を視聴しながら 7 名の患者に運
動療法を指導した．運動プログラムの評価には，膝伸
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展筋力，握力，6 分間歩行テスト，time up & go test

（TUG），感覚検査，short physical performance battery

（SPPB； 立位バランス，4 m 歩行，5 回立ち上がりテ
スト），心肺運動負荷試験（CPX），体液量測定を採用
した．

【ステップ 3】セルフ・コントロールの調査：平成 27

年 10 月～平成 27 年 12 月
慢性血液透析患者 65 名を対象にセルフ・コントロ

ールの調査を実施した．具体的には，仮想の金銭報酬
を用いた価値割引の質問票を採用し，衝動性がおよぼ
す運動習慣への影響を検討した．

3　結果と考察

【ステップ 1】運動プログラムおよび運動用具の開発
慢性血液透析患者が透析治療中に臥床のまま実施で

きる下肢運動を開発し，左右の足関節にベルト状の用
具を装着し，そのベルト間にトレーニングラバーチュ
ーブを連結する運動用具を用いた運動用具（写真 1）
を開発した．

【ステップ 2】運動プログラムの介入
運動プログラムの有効性評価では，6 名の患者に運

動療法を提供し，握力，6 分間歩行テスト，time up & 

go test（TUG），5 回立ち上がりテストの平均値で，
pre，post 1 month，post 3 months では改善傾向がみ
られたが，統計学的有意差はみられなかった．

【ステップ 3】セルフ・コントロールの調査
患者 65 名を対象に価値割引の質問紙調査を実施し

た結果，個人の衝動性を表す価値割引の双曲線関数モ
デルの k（割引率）は運動習慣の有無との有意な関連

は見られなかった．しかし，内服薬の飲み忘れの経験
の有無との関連は，飲み忘れのある患者は衝動性が強
い傾向がみられた．

4　結　論

本研究は，慢性血液透析患者を対象に，運動プログ
ラムの介入をし，その有効性を検証した．さらに，そ
の有効性と個人の心理学的特性による影響についても
検討し，個人特性に応じた実用性の高い運動習慣獲得
プログラムによる包括的な健康行動支援を検討した．

運動プログラムは，6 名の患者に運動療法を提供し
た結果，握力，6 分間歩行テスト，time up & go test

（TUG），5 回立ち上がりテストの平均値で，pre，post 

1 month，post 3 months では改善傾向がみられたが，
統計学的有意差はみられなかった．これらは 6 名とい
う少人数による介入であることと，3 カ月間の介入に
よる影響が考えられる．対象者を増やし，更なる長期
的介入の効果を検証する必要がある．

さらに，慢性血液透析患者 65 名を対象にセルフ・
コントロールの調査を実施した結果，個人の衝動性を
表す価値割引の双曲線関数モデルの k（割引率）は運
動習慣の有無との有意な関連は見られなかった．しか
し，内服薬の飲み忘れの経験の有無との関連は，飲み
忘れのある患者は衝動性が強い傾向がみられた．これ
はセルフコントロールを要する運動や食事，水分など
個人の自己管理項目の中でも服薬管理には特に個人が
持つ衝動性が影響していることが示唆された．つまり
服薬の良好な管理方法を患者に提供するためには，衝
動性の程度に合わせて異なる介入方法を検討する必要
がある．さらにこれらの介入方法を開発し，その有効
性を評価することが求められ，運動や食事管理にも応
用できる可能性があると考える．

平成 25 年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れた成果は，論文として『日本保健医療行動科学会雑
誌』に投稿したため，二重投稿となることを避け，本
報告書ではその概要を総説的に記載した．なお，論文
は 2016 年 1 月に下記論文として公表された．

飛田伊都子：主体と繋がる参加型臨床研究―血液
透析患者と障がい者と研究者のトライアングル連
携―．日本保健医療行動科学会雑誌　2016； 30：
17-21．写真 1
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要　旨

背景：単球の発現するスカベンジャー受容体（SR）
は，粥状動脈硬化発症のメカニズムにおける初期段階
で重症な役割を演じている．本研究では，HD 患者に
おける動脈硬化進展の機序に，SR 発現の異常が関わ
っているか否かに焦点を当て研究した．また，SR 発
現と HD 患者血中に高濃度で蓄積するマクロファー
ジ刺激因子（M-CSF）との関連を調べた．

方法：末梢血単球における SR クラス A（SR-A）と
クラス B の一つである CD36 の遺伝子発現状態をリア
ルタイム PCR 法（RT-PCR）で調べ，慢性 HD 患者 30

例と年齢を一致させた健常者 10 例の間で比較した．
末梢血単球は CD14 でラベルされた磁気ビーズ（Milte-

nyi Biotec）を用いて末梢血から抽出した．血清 M-CSF

濃度を市販の ELISA キット（R&D Systems）を用い
て測定した．

結果：SR-A と CD36 の遺伝子発現は，両者とも HD

患者で有意に亢進していた（データは中央値［四分位
範囲］）．SR-A 発現：HD 患者 1.64［0.96～2.76］vs 健
常 者 0.90［0.60～1.04］，P＝0.0060．CD36 発 現：HD

患者 1.09［0.88～1.74］vs 健常者 0.74［0.64～0.99］，
P＝0.0255．また，血清 M-CSF 濃度は，HD 患者で圧
倒的に高値であり（1,121［999～1,342］vs 176［155～
202］，P＜0.0001），単球の M-CSF 遺伝子発現も HD

患者で有意に亢進していた（0.79［0.42～1.53］vs 0.42

［0.28～0.66］，P＝0.039）．さらに，血清 M-CSF 濃度は，

SR-A および CD36 遺伝子発現と正の有意な相関を示
した．

結論：HD 患者の SR 遺伝子発現は亢進しており，
これは，HD 患者が易動脈硬化性である理由の一つか
もしれない．HD 患者の SR 遺伝子発現の亢進と血中
に高濃度で蓄積している M-CSF には関連がある．

緒　言

透析患者の動脈硬化の主役は，古典的には血管内膜
粥 状 硬 化（atherosclerosis）の 悪 化 と 考 え ら れ，
atherogenic なレムナント・リポタンパク，酸化 LDL，
small-dense LDL など，質的に変化した lipid の血管内
皮下への蓄積が初期病巣を形成する1～6）．本研究は，
こうした atherogenic な脂質を血管内皮下に取り込む
さいに主役を演じるスカベンジャー受容体（SR）7～13）

の発現状態に注目し，透析患者の末梢血単球でその発
現状態が亢進状態にあるか否かを慢性血液透析（HD）
患者において研究することを目的とした．SR は，SR

クラス A（SR-A）とクラス B（CD36）の 2 種類の発
現状態を研究する．また，SR 発現異常と HD 患者血
中に高濃度で蓄積するマクロファージ刺激因子（M-

CSF）との関連を調べた14, 15）．

1　対象・方法

対象サンプルは，慢性 HD 患者 30 例（表 1），年齢
を一致させた健常者 10 例から得た末梢血単球である．
方法は以下である．

公募研究助成 〈報告書〉

血液透析患者に特異的な
動脈硬化進展機序はあるか？
――　単球スカベンジャー受容体発現の異常　――

安藤　稔
東京都立駒込病院腎臓内科

key words：心・血管病，マクロファージ刺激因子，酸化 LDL，リアルタイム PCR

A new insight into atherosclerosis in hemodialysis patients: Increased gene expression of scavenger receptors in circulating monocytes
Renal Division, Department of Medicine, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital
Minoru Ando
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①　SR-A と CD36 の mRNA 発現状態を通常のリア
ルタイム PCR（RT-PCR）で定量化して比較し
た16, 17）．実験は一つのサンプルにつき，triplicate

で行った．2 群間比較は，Mann-Whitney 法を用
いた．

②　SR-A，CD36 発現亢進の原因探索：既報から透

析患者の M-CSF 濃度が健常者の約 20 倍以上昇
していることに注目し，SR 発現量と血中 M-CSF

濃度およびその遺伝子発現量との関連を解析した．
相関関係は Pearson’s correlation coefficient を用
いた．

2　結　果

2-1　末梢血単球における SR-A および 

CD36 遺伝子発現状態

HD 患者単球は，年齢を一致させた健常者単球に比
べ，無刺激状態ですでに SR-A，CD36 遺伝子発現は，
統計的有意に上昇していた．HD 患者，健常者の
mRNA 発現は以下の通りである（データは中央値［四
分位範囲］）．SR-A：HD 患者 1.67［0.96～2.76］vs 健
常 者 0.90［0.60～1.04］，P＝0.0060．CD36：HD 患 者
1.09［0.88～1.74］vs 健 常 者 0.74［0.64～0.99］，P＝
0.0255（図 1）．

2-2　血清 M-CSF 濃度と各 SR 遺伝子発現の関連

M-CSF 濃度は市販の ELISA（R&D Systems）で測
定した．HD 患者の血清濃度は，健常者の濃度に比べ
大きく上昇していた．各々，1,121［999～1,342］vs 

176［155～202］pg/ml，P＜0.0001 であった（図 2-a）．
また，単球の M-CSF 遺伝子発現は，HD 患者で健常
者に比べ，有意に亢進していた．HD 患者 0.79［0.42～
1.53］vs 健常者 0.42［0.28～0.66］，P＝0.0392（図 2-b）．
さらに，血清 M-CSF 濃度は，SR-A 遺伝子および CD36

遺伝子の両者と有意な正の相関関係を示した．M-CSF

と SR-A の 相 関：r2＝0.1681，P＝0.0086．M-CSF と

表 1　対象患者のプロフィール

Patients, no. 30
Men, no. （％）
Age, years
HD duration, months
Diabetes mellitus, no. （％）
Cardiovascular disease, no. （％）
Hypertension, no. （％）
Use of ARB or ACEI, no. （％）
Use of CCB, no. （％）
Use of statins, no. （％）
White blood cells （x103/nl）
Red blood cells （x104/nl）
Hemoglobin, g/dl
Hematocrit, ％
Platelets （x104/nl）
Serum albumin, g/dl
Serum urea nitrogen, mg/dl
Serum creatinine, mg/dl
Serum calcium, mg/dl
Serum phosphorus, mg/dl
Serum C-reactive protein, mg/dl
Serum total cholesterol, mg/dl
Serum LDL-C, mg/dl
Serum HDL-C, mg/dl

14 （47）
62 （55～67）
67 （15～289）

8 （27）
11 （37）
22 （73）
19 （63）
16 （53）
17 （57）

5.17 （4.07～6.71）
372 （359～409）
10.8 （10.4～11.6）
34.9 （33.7～37.2）
14.8 （12.3～20.4）
3.8 （3.4～4.0）

65.0 （53.0～71.8）
11.1 （8.0～12.9）
8.7 （8.4～9.4）
5.1 （4.4～6.0）

0.09 （0.05～0.14）
136 （125～161）

67 （55～80）
46 （32～61）

Serum triglycerides, mg/dl 198 （164～235）

Data are expressed as median （interquartile range）, if otherwise stated.
Abbreviations : no., number;  HD, hemodialysis;  ACEI, angiotensin con-
verting enzyme inhibitor;  ARB, angiotensin receptor blocker;  CCB, calci-
um channel blocker;  LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol;  HDL-C, 
high-density lipoprotein cholesterol

図 1　リアルタイム PCR 法による患者および健常者単球における SR-A および CD36 の
遺伝子発現量の比較
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CD36 の相関：r2＝0.1202，P＝0.0284（図 3）．

3　考察と結論

本研究は，従来の lipid 異常の視点ではなく，脂質
取り込み受容体異常の視点から，SR クラス A（SR-A）
とクラス B（CD36）の発現状態を HD 患者において
研究する点に，本研究は独創性をもつ．

慢性 HD 患者では，粥状動脈硬化の初期病巣である
泡沫細胞の形成で中心的役割をはたす，単球の発現す
る受容体である SR-A および CD36 の両者の遺伝子発
現の亢進が認められた．一般に，HD 患者では，酸化
LDL 産生の亢進があることに鑑みれば18, 19），SR 発現
亢進が，通常状態で認められたことは，HD 患者が，
粥状動脈硬化に陥りやすい準備状態（易動脈硬化性）
に置かれていることを示唆している．また，この SR

遺伝子亢進には，HD 患者血中に異常に高濃度で蓄積
する M-CSF が，単球を慢性的に刺激し続けているこ
とが原因の一つとして考えられる14, 15, 20）．

本研究の一部は，平成 25 年度日本透析医会公募研
究助成金により行われた．

平成 25 年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れた研究成果は，原著論文として，“Nephron Clinical 

Practice” に投稿したため，二重投稿となることを避け，
本研究報告書ではその概要を総説的に記載した．なお，
原著論文は平成 28 年 5 月時点ではまだ査読中であり，
採択の可否は未定である．
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要　旨

本研究では，腎疾患およびその合併症の病態形成や
進展に重要な役割を果たしている酸化ストレスおよび
糖化ストレスを同時に評価すべく，質量分析装置

（ESI-TOFMS）によるヒト血清アルブミン（HSA）の
翻訳後修飾解析の有用性を，維持血液透析患者および
腎不全あるいは糖尿病腎症モデル動物で検証した．そ
の結果，酸化ストレスマーカーとしてシスティン 34

のシスティン付加体（Cys-HSA），糖化ストレスマー
カーとしてグルコース付加体（Gly-HSA），酸化およ
び糖化ストレスマーカーとして Cys-Gly-HSA が活用
できることを初めて見出した．この評価系により維持
血液透析患者の状態および各種治療法による改善効果
を解析したところ，透析患者のほうが健常人や糖尿病
患者よりも酸化ストレスが有意に高いこと，また，糖
尿病性腎症や巣状糸球体硬化症のほうが酸化ストレス
の亢進が顕著であった．透析関連治療における抗酸化
療法を探索した結果，online-HDF や活性炭サプリメン
トによる酸化ストレス軽減効果を見出した．また，経
口鉄製剤であるクエン酸第二鉄製剤の場合，静注鉄と
は異なり，酸化ストレスを誘導しない可能性を明らか
にした．加えて，Cys 化率は血管内皮障害マーカーと
しても活用できる可能性が示された．病態モデル動物
を用いた検討でも類似した結果を得ることができた．
以上，本解析法は維持血液透析患者の病態診断あるい
は治療効果判定に対する応用が期待される．

1　目　的

酸化ストレスや糖化ストレスは，腎疾患およびその
合併症の病態形成や進展に重要な役割を果たしている．
そのため，これら因子の寄与を定量的に解析すること
は，個々の患者における病態発症や進展機序の解明，
あるいは治療効果の判定において有用である．しかし
ながら，これらの因子を個別に評価できる測定法は存
在するものの，両者を同時に解析可能な測定法は存在
しない．

我々は，ヒト血清アルブミン（HSA）の翻訳後修飾
状態を ESI-TOF マススペクトル（MS）法により解析
した結果，①システィン（Cys）34 の Cys 付加体（Cys-

HSA）が酸化ストレスを，②グルコース付加体（Gly-

HSA）が糖化ストレスを，③両者の修飾体（Cys-Gly-

HSA）が酸化ストレスと糖化ストレスの両方を反映す
るマーカーとして活用できる可能性を，慢性肝疾患患
者に対する検討から見出してきた．このことは，ESI-

TOFMS による HSA の翻訳後修飾解析が酸化ストレ
スと糖化ストレスの両方を同時に評価できることを意
味している．

本研究では，本法を駆使し，維持血液透析患者また
は病態モデル動物における酸化ストレスと糖化ストレ
スの寄与を定量的に解析するとともに，各種治療介入
の影響について検討した．
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2　方　法

本研究では，維持血液透析患者 85 名（糖尿病性腎
症 52 名，慢性糸球体腎炎 19 名，腎硬化症 14 名）の血
漿から HSA 分画を固相抽出し，それらを ESI-TOFMS

で解析することにより，HSA の翻訳後修飾状態を解
析した．また，腎機能が正常な糖尿病患者 47 名（軽
度糖尿病（HbA1C 値＜7.0％，14 名），中程度糖尿病

（HbA1C 値≧7.0％，33 名））を対象として比較した．
慢性腎不全病態動物として，5/6 腎摘ラット・マウス，
db/db マウス，アドリアマイシン誘発腎不全マウスを
用いた．次に，透析法や透析条件，あるいは薬物療法
やサプリメントの摂取が上記三つのマーカーに及ぼす
影響について検討した．加えて，上記マーカーと血管
内皮障害マーカーとの関連性についても評価した．

本研究は熊本大学実験動物倫理委員会及びあけぼの
クリニック倫理委員会で承認された．

3　結果と考察

従来の報告と同様，透析患者におけるアルブミン，
特に Cys34 の酸化度は病態群で高く，また病態群でも
透析患者のほうが糖尿病患者よりも亢進していた（健
常人＜糖尿病患者＜透析患者）．ESI-TOFMS により，
Cys34 の酸化修飾体を解析したところ，病態群で上昇
した酸化修飾体の大部分はシスティン付加体であるこ
とが判明した．また少数ではあるが，その中にはブド
ウ糖が付加している Cys-Gly-HSA も含まれていた．興
味深いことに，透析患者の中でも，糖尿病性腎症や巣
状糸球体硬化症のほうが他の原疾患よりも Cys 付加率
は高値を示した．

このシスティン付加体の修飾様式に関する情報を得
るべく，サンプルを還元剤で処理し，ESI-TOFMS で
解析したところ，Cys 付加体に由来するピークが大き
く減少し，その代わりに Cys34 還元型のピークの増
加が観察された．このことは，Cys34 のチオール基に
システィンがジスルフィド結合で可逆的に付加してい
ることを意味していた．同様な結果が，Cys-Gly-HSA

体においても観察された．透析前後のサンプルを ESI-

TOFMS で解析したところ，透析後において Cys 付加
率の低下と還元型 Cys 体含有率の増加が観察された．
この変化は，丁度，サンプルを還元剤処理した場合の
結果と類似していた．このことから，透析後にはアル

ブミンが還元された状態に回復していることが明らか
となった．

従来，透析療法が酸化ストレスに及ぼす影響に関し
ては，透析自体や機器との接触により酸化ストレスが
亢進するという報告もあれば，逆に酸化ストレスを低
下させるという相反する意見が示されている．今回得
られた知見は，維持血液透析療法の場合，条件によっ
ては酸化ストレスを軽減するという後者の考えを支持
するものであった．最近，台湾のクループから，維持
血液透析患者の場合，透析前における Cys34 酸化型
HSA の割合が 52％ を超えると，心血管疾患による死
亡リスクが増加するという臨床研究結果が報告されて
いる1）．今回の我々の検討では，透析前の Cys 付加率
は 60％ を超えていたことから，心血管障害のリスク
を低減するためには，透析療法の変更や新たな血液浄
化法の適応が必要となる．

そこで，透析条件が酸化ストレスに及ぼす影響につ
いて検討した．今回は，ダイアライザーと透析液を 2

週間おきに変更しながら Cys 付加率を測定した．ダ
イアライザーとしては 3～5 型のものを 5 種類使用し
た．透析液としては，酢酸含有および非含有溶液の二
つを比較検討した．当初，5 型ダイアライザーのほう
が 3 型のものに比べてタンパク質の漏出能が高いため，
Cys 付加率の減少が大きいのではないかと予想してい
たが，実際には，いずれのダイアライザーに変更して
も Cys 付加率の変化は認められなかった．透析液に関
しても，酢酸含有の有無による違いは観察されなかっ
た．このように今回の検討では，透析膜および透析液
の選択による酸化ストレスの軽減効果を見出すことは
できなかった．この理由としては，検討期間が 2 週間
と短期間であったことが影響している可能性も考えら
れる．この点を明らかにするためには，より長期間に
わたる観察が必要であると思われた．

次に，血液浄化療法の違いを検討すべく，通常の維
持透析から online-HDF への変更が Cys 付加率に及ぼ
す影響について検討した．online-HDF への変更後の 3

カ月目および 6 カ月目に Cys 付加率を測定したところ，
3 カ月目には Cys 付加率の有意な低下が観察され，6

カ月後にはより大きな減少が認められた．このことか
ら，online-HDF への変更は酸化ストレスを軽減する可
能性が示された．そのさい，代表的なタンパク結合型
尿毒症物質であるインドキシル硫酸の血漿中濃度を測
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定したところ，血漿中インドキシル硫酸濃度は時間依
存的に低下した．インドキシル硫酸は酸化ストレス誘
発物質であることから，online-HDF による酸化ストレ
スの低減化には，一部インドキシル硫酸の除去向上が
関与していることが推察された．事実，インドキシル
硫酸の生体内蓄積を阻害する薬用吸着炭 AST-120 に関
しては，病態動物実験および CKD 患者を対象とした
臨床試験で間接的な抗酸化活性が実証されている．

上述したように，透析により Cys 付加率は顕著に低
下するものの，次回の透析時には元の値まで上昇する．
このことは，Cys 付加率を定常的に低下させるには，
透析間の抗酸化療法が必要であることを示している．
ここで，透析間の AST-120 服用は Cys 付加率の低下を
大いに期待させるが，本剤の場合は透析患者に対する
保険適応を有していない．そのため，AST-120 と同じ
く，活性炭を主成分とするサプリメントの摂取が Cys

付加化率に及ぼす影響について介入研究を行った．
今回の検討では，この活性炭サプリメントの 6 カプ

セル（1 日推奨摂取量）を維持血液透析患者へ連日経
口投与したところ，摂取 1 カ月後から Cys 付加化率の
有意な減少（10％ 以上）が観察され，その効果は摂取
期間中持続していた．この現象は，同じ活性炭製剤で
ある AST-120 と類似していた．以前，我々は AST-120

がインドキシル硫酸の生体内蓄積を抑制することで，
抗酸化効果を発揮することを明らかにしている．そこ
で，活性炭サプリメントにおいても同様な機序を想定
し，摂取期間中の血漿中インドキシル硫酸濃度をモニ
タリングしたところ，予想に反してインドキシル硫酸
濃度の血漿中濃度の低下は観察されなかった．そのた
め，他の尿毒症物質の関与の有無を確かめるべく，活
性酸素誘導能が報告されているパラクレジル硫酸を含
む 6 種類の尿毒症物質についても血漿中濃度を測定し
たが，有意な変動は認められなかった．

これらの結果から，活性炭サプリメントは尿毒症物
質以外の酸化ストレス誘発物質（およびその前駆体）
を吸着することで抗酸化効果を発揮している可能性が
推察された．加えて，活性炭の場合，腸内細菌の環境
に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから，腸
内細菌の変動により酸化ストレスが軽減されたのかも
しれない．この点を明らかにするためには，今後，投
与された活性炭サプリメントを回収し，各種質量分析
法を駆使して結合物質を同定することや，次世代シー

クエンサーによる腸内細菌の解析を行う必要がある．
透析患者では，投与される薬剤によっても酸化スト

レスが誘導されることがある．例えば，腎性貧血治療
に汎用されている静注鉄は酸化型 HSA の割合を有意
に増加させる．これは投与された鉄分子のうち，血漿
タンパク質に結合していない遊離型鉄分子がフェント
ン反応を介して細胞障害性の強いヒドロキシラジカル
を産生するためと考えられている．近年，新規リン吸
着剤としてクエン酸第二鉄製剤が上市された．本剤は
リン吸着効果と鉄補充効果を併せ持つため，CKD-

MBD 治療だけでなく，鉄欠乏性の腎性貧血治療への
有効性が示されている反面，鉄の蓄積による酸化スト
レスの亢進が懸念されている．

この点を明らかにすべく，維持血液透析療法が施行
されている CKD-MBD 患者を対象に，クエン酸第二
鉄製剤が上述した二つの治療効果を発揮している条件
下で，Cys 付加率に及ぼす影響について 6 カ月間の観
察研究を行った．その結果，血清フェリチン値は投与
前に比べて約 2 倍上昇したことから鉄の蓄積が示唆さ
れた．一方，Cys 付加率に関しては，観察期間を通じ
て有意な変化は認められなかった．同様な結果が，他
の酸化ストレスマーカーや抗酸化マーカーにおいても
得られた．これらの結果から，鉄欠乏患者に対するク
エン酸第二鉄製剤の経口投与が酸化ストレスを誘導し
ないことを初めて明らかにすることができた．この原
因として，クエン酸第二鉄製剤の場合，経口剤である
ため，血中への移行性が緩徐であり，遊離鉄濃度が上
昇しないためではないかと推察された2）．

糖尿病患者を対象として，HbA1C 値と Gly-HSA お
よび Cys-Gly-HSA との関連性について検討した．その
結果，両者の間に有意な相関関係が得られた．そのさ
い，合併症予防のための目標値である HbA1C 値 7.0

％ を基準として再解析すると，高値群は低値群と比
較して Cys-Gly-HSA の値が有意に高かった．同様な結
果は糖尿病性腎症による透析患者でも認められた．こ
のことからも腎症合併や進展における酸化ストレスの
関与が示唆された．

維持血液透析患者における死因の第一位は心血管疾
患であり，その発症や進展には血管内皮障害が重要な
役割を果たしている．昨年，我々は心不全患者を対象
とした臨床研究で，血漿プテリジン類濃度が End-

PAT から算出した血管内皮機能と相関することから，
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バイオマーカーとして有用であることを報告した3）．
血管内皮障害の危険因子には酸化ストレスや糖化スト
レスも含まれることから，血漿プテリジン類濃度と
Cys 付加率，Gly-HSA 率 ，Cys-Gly-HSA 率との間にも
関係性があるのではと考え，維持血液透析患者を対象
として両者の相関性について検討した．その結果，
Cys-HSA 率は血漿中プテリジン類濃度と良好な相関性
を示した．このことから，透析患者の場合も血管内皮
障害に対して酸化ストレスが関与していること，さら
に Cys 化率が酸化ストレスマーカーとしてだけでな
く，血管内皮障害のマーカーとしても活用できる可能
性が示された．上述した検討と類似した結果が，病態
モデル動物においても認められた．

4　結　論

本研究では，HSA の翻訳後修飾状態を ESI-TOFMS

で解析することにより，維持血液透析患者における酸
化ストレスと糖化ストレスの両方を同時に評価できる
ことを初めて明らかにすることができた．本測定法に
より，透析患者では酸化ストレスや糖化ストレスが亢
進しており，これらが病態発症・進展において重要な
役割を果たしていることが確かめられた．また，透析
患者における酸化ストレスや糖化ストレスの差異は原
疾患にも起因することが示された．

維持血液透析患者を対象として，各種治療法が酸化
ストレスおよび糖化ストレスに及ぼす影響を検討した
結果，透析療法自身が抗酸化作用を発揮するが，on-

line-HDF や活性炭サプリメントの摂取により抗酸化
活性の上乗せ効果が得られたことから，これらの介入
は酸化ストレスを軽減する可能性が示された．他方，
経口リン吸着薬であるクエン酸第二鉄製剤の場合，静
注鉄製剤とは異なり，酸化ストレスを上昇させないこ
とを明らかにした．これらの結果から，ESI-TOFMS

による Cys34 付加率の測定は，維持血液透析患者の病
態や治療効果の酸化ストレス，あるいは抗酸化効果を
評価する酸化ストレスマーカーとして有用であること
が示された．また，今後さらなる検討が必要ではある
ものの，Cys 付加率が血管内皮障害マーカーとしても
活用できる可能性を見出した．加えて，Cys-Gly-HSA 

率が腎症をはじめとする糖尿病合併症の予測マーカー
となりうる可能性も示された．

ESI-TOFMS はサンプル処理からデータ解析までの
一連の過程を迅速，簡便かつハイスループットで遂行
できるため，多検体の測定に適している．したがって，
本法により算出される HSA の Cys 付加率や糖化率の
臨床検査への応用がおおいに期待される．

平成 26 年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れ た 成 果 は，①Biological & Pharmaceutical Bulletin

（in press），②Journal of Pharmaceutical Sciences，③
Clinical Chmica Acta に投稿中または投稿を予定して
いるため，二重投稿となることを避け，本報告書では
その概要を総説的に記載した．
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インスリン抵抗性惹起因子としての尿毒素 399

要　旨

インスリン抵抗性は心血管（CV）イベントや CV

死亡に対する独立した危険因子であり，慢性腎臓病
（CKD）では肥満・糖尿病がなくてもインスリン抵抗
性を認めること，特定の腎疾患よりも CKD 病態その
ものにより惹起されることから，CKD 進行とともに
蓄積する尿毒素が CKD のインスリン抵抗性に関与し
ている可能性について検討した．マウス脂肪前駆細胞
3T3-L1 を培養し，尿毒素としてフェニル酢酸（PAA）・
インドキシル硫酸（IS）・p クレゾール（PC）・p クレ
ゾール硫酸（PCS）を添加し，細胞反応を評価した．
PC は培養マウス脂肪前駆細胞 3T3-L1 細胞の増殖・分
化・成熟を抑制し，その結果，グルコース uptake を
著明に抑制した．PAA・IS・PCS は，細胞増殖，分
化・成熟に有意な影響を及ぼさなかった．一方，PCS

はインスリンによるグルコース uptake の促進反応を
減弱した．また，PCS は TNFa合成を有意に亢進した．
そこで，TNFa中和抗体を前投与したところ，PCS の
インスリンによるグルコース uptake 促進作用が抑制
された．以上より，PCS は TNFaの合成促進を介し
てインスリン作用を阻害していることが示され，PC

とは異なる機序でインスリン抵抗性を惹起している可
能性が考えられた．

1　目　的

インスリン抵抗性（高インスリン血症）は，炎症，
交感神経亢進，レニン・アンギオテンシン系，酸化ス
トレスなどと関連し，血管障害，動脈硬化，心血管

（CV）イベント発症に関与する．透析・CKD 患者で
は CV イベントによる死亡が多いが，腎不全では肥
満・糖尿病がなくてもインスリン抵抗性を認める1）．
インスリン抵抗性は CKD 早期から生じるが，特定の
腎疾患よりも CKD 病態そのものにより惹起される2）．
さらに，非糖尿病末期腎不全患者におけるインスリン
抵抗性は CV 死亡に対する独立した危険因子であり3），
保存期 CKD においても報告されている4）．

そこで，本研究では，尿毒素物質の有害性とそのメ
カニズムを細胞レベルで明らかにするため，培養脂肪
細胞に対する尿毒素物質の作用とその機序の解明につ
いて検討を行った．

2　方　法

マウス脂肪前駆細胞 3T3-L1 を培養し，尿毒素とし
てフェニル酢酸（PAA）・インドキシル硫酸（IS）・p

クレゾール（PC）・p クレゾール硫酸（PCS）などを
濃度，作用時間を変えて添加し，細胞反応を評価した．
脂肪細胞への分化は，細胞がコンフルエントになった
後，1 ng/ml insulin, 0.25 nM dexamethasone, and 0.5 
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mM IBMX を添加し誘導した．
①　細胞の viability を確認後，細胞数と Brd-U によ

り増殖能，アポトーシスを断片化 DNA に対する
ELISA 法にてアポトーシスを評価した．細胞の
分化・成熟については，Oil Red-O 染色による脂
肪蓄積を評価し，重要な分化誘導の転写因子であ
る PPARcの mRNA 発現について定量的 real time 

RT-PCR 法を用いて検討した．
②　インスリン感受性に対する各尿毒素物質の影響

を検討するため，細胞内へのグルコース uptake に
ついて RI（3H-Labeled 2-deoxyglucose, 2-DOG）
を用いたトレーサー実験をインスリン（100 nM）
の存在下および非存在下で行った．急性効果では
なく長期作用を明らかにするため，各尿毒素は前
駆脂肪細胞の分化開始時より添加した．

3　結果と考察

①　培養 3T3-L1 細胞の増殖を細胞数で検討したと
ころ，100 nM 以上の PC により有意に抑制され
た．同様の結果は Brd-U によっても確認された
ことから，PC は細胞周期に影響を及ぼし細胞増
殖を抑制することが示された．アポトーシスの検
出では，100 nM 以上の PC により 3 日後には有
意にアポトーシスが増加していた．次に，分化開
始 7 日後の Oil Red-O 染色性や分化開始 3 日後の
PPARcmRNA 発現の低下から，前駆脂肪細胞か
ら成熟脂肪細胞への分化・成熟を PC が抑制する
ことを見出した．

②　100 nM 以上の PC 添加はインスリン存在下，
非存在下におけるグルコース uptake を顕著に抑
制した．

③　PCS，IS，PAA は，培養 7 日後までの細胞数・
Brd-U，分化開始後 7 日までの Oil Red-O 染色性
や PPARcmRNA 発現レベルについて検討したが
対照群と有意差がなかったため，これらの尿毒素
は細胞増殖，分化・成熟に対して影響しないと考
えられた．

④　細胞内へのグルコース uptake は，IS，PAA の
添加群において変化を認めなかったが，PCS200 

nM の添加群においてインスリンによるグルコー
ス uptake 促進作用が有意に阻害された．

⑤　PCS200 nM を 7 日間添加した群において TNFa

合成が有意に亢進していた．
⑥　インスリンによるグルコース uptake 促進作用

の PCS による阻害は TNFa中和抗体の前投与に
て抑制された．

以上の結果から，脂肪細胞において，PC は細胞増
殖，分化・成熟，グルコース uptake に対して強力な
抑制作用を示した5）．一方，PCS は TNFaの合成促進
を介してインスリン作用を阻害していることが示され，
PC とは異なる機序でインスリン抵抗性を惹起してい
る可能性が考えられた．

CKD 患者において，PC 濃度の上昇と CV イベント
発症に強い関連があることが報告されている6）．しか
し，PC として測定された物質は，実は PC そのもの
ではなかった7）．すなわち，PC は生体内では大部分
が代謝され，硫化物である PCS（またはグルクロン
酸抱合体）として存在する．すなわち，PC ではなく
高濃度の PCS が CV イベント発症と関連する可能性
があると考えられる．

今回の結果から，PCS は PC に比較して非常に軽微
な有害性が認められるに留まった．しかしながら，
PCS は生体への影響がないのではなく，おそらく酸
化ストレスやサイトカイン誘導により，CKD 患者に
おけるインスリン抵抗性の病態形成に関与しているこ
とが示唆された．本研究の PCS 濃度は透析患者にお
いて認められる濃度であるため，実際に生体への影響
が考えられる．今後のさらなる研究の発展と効率的な
尿毒素除去の治療法の開発が望まれる．

4　結　論

本研究から，次の 3 点が明らかになった．
①　PC は培養マウス脂肪前駆細胞 3T3-L1 細胞の増

殖・分化・成熟を抑制し，その結果，グルコース
uptake を著明に抑制した．

②　PCS は細胞増殖・分化・成熟に影響を与えな
かったが，おそらく TNFaの誘導を介してイン
スリンによるグルコース uptake の促進反応を減
弱した．

③　PAA と IS は，少なくとも今回の実験条件では，
3T3-L1 細胞の増殖・分化・成熟に対する有意な
影響は認められなかった．

平成 26 年度透析医会公募研究助成により得られた



インスリン抵抗性惹起因子としての尿毒素 401

成果は，原著論文として投稿中であるため，二重投稿
となることを避け，本報告ではその概要を総説的に記
載した．
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要　旨

近年，透析患者のがん死亡が増加傾向にある．透析
患者はがんの発生率も高く，その対策は急務である．
しかし，がんスクリーニングは，感度・費用対効果・
生命予後改善などの点で否定的見解もある．透析がん
患者の手術に関する大規模研究は少ないが，例えば透
析胃がんの手術では，周術期死亡や他病死が多いとい
う報告がある．一方，薬物治療は症例に基づいた情報
しかなく，エビデンス確立が必要である．以上から，
我々は，透析がん患者の診療実態調査や薬物モニタリ
ング研究を開始した．解析結果が待たれる．

はじめに

近年，透析患者の増加が著しく，2014 年の日本透
析医学会の集計によると，本邦における維持透析患者
数は 32 万人となった．したがって，これら多くの透
析患者の生活の質や健康を維持することは，わが国の
終末期腎不全医療の使命である．それにもかかわらず，
透析患者の死亡数は一貫して増加している．1983 年
には導入患者が 1.3 万人に対して死亡患者が 0.5 万人
であったが，2014 年は導入患者が 3.8 万人に対して死
亡患者が 3.1 万人と，死亡患者が導入患者に迫る勢い
となった．

透析患者の死亡原因については，心不全（25.2％），

感 染 症（21.4％），悪 性 腫 瘍（10.3％），脳 血 管 障 害
（7.0％）の順である．これには，透析導入患者の高齢
化も影響していると言われているが，心不全や脳血管
障害の死亡率が減少傾向である一方で，感染症と悪性
腫瘍の死亡率増加が特徴で，特に，悪性腫瘍について
は，診療対策はおろか，診療の実態すら明らかにされ
ていないのが現状である．

本稿では，そのような透析がん患者の診療実態を，
疫学・診断・治療に関して，本邦の知見も織り込みつ
つ紹介する．

1　透析患者におけるがんの疫学

透析患者におけるがんの有病割合を示した報告は数
少ないが，米，欧，オセアニアの透析患者 831,804 名

（平均透析期間 2.5 年）を対象とした大規模コホート
研究での標準化罹患比は 1.18 であり一般母集団より
高いという結果であった1）．臓器別にみると，米国で
はほとんどの臓器で有意にがんの発生率が一般人口よ
り増加しており，オセアニアでも多くのがんで発がん
率の有意な上昇が見られた．

透析患者でがんが増加する機序としては，慢性感染
症や慢性炎症，抗酸化作用の減少，免疫系の機能異常，
発がん性物質の蓄積，DNA 修復機構の異常などが考
えられている．加えて，ある種のがん種には，特徴的
な危険因子が存在する（表 1）2）．例えば，透析患者で
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腎尿路がんが増加する理由としては，後天性囊胞腎
（acquired cystic kidney disease;  ACKD）や 鎮 痛 剤 の
乱用が考えられている．したがって，その他表 1 にあ
る危険因子をもつ患者などの場合には，特に，早期発
見を目的としたスクリーニングを行う必要がある．

2　透析がん患者の診断

2-1　透析患者のがんスクリーニング

がんのスクリーニング検査は，がんの発生率，実際
に行うスクリーニング検査の感度や特異度・費用や安
全性，さらに，がんが発見された場合にどれほど延命
が期待できるかを総合的に検討して行われるのが一般
的である．

このような観点から，透析患者のがんスクリーニン

グ検査の妥当性を検討した報告がなされている．乳が
んに対するマンモグラフィー，子宮頸がんに対するパ
パニコロウ検査，大腸がんに対する S 状結腸内視鏡，
前立腺がんに対する PSA 測定の意義を検討した報告
によれば，一般患者と比較して，透析患者にかかわる
費用対効果は有意に低く，延命効果も 5 日程度しかな
いという残念な結果であった3）．この結果は，透析患
者の平均余命が一般患者と比べて短く，がん以外の死
亡が多いことに由来すると推察されている．

表 2 に，米2）と日本4）で推奨される透析患者の各が
ん種スクリーニングに関してまとめた．注目すべきは，
米国では，「スクリーニング検査はがんの危険因子を
もった腎移植待機患者または長期予後の見込める患者
に限定すべきである」ということが明言されている点

表 1　透析患者における個々のがん発症の危険因子と発症頻度に関する既報のまとめ

がん種 危険因子 相対危険度（RR）と
標準化罹患比（SIR）

腎細胞癌 後天性囊胞腎 RR：1.5～25％
SIR：3.6～24.1

膀胱・尿管癌 ・バルカン腎症
・鎮痛剤の乱用
・シクロホスファミド経口投与

SIR：1.50～16.4

子宮頸部癌 ヒトパピローマウイルス SIR：2.7～4.3

肝　癌 B 型・C 型肝炎ウイルス SIR：1.4～4.5

舌　癌 ヒトパピローマウイルス SIR：1.9

文献 1 より引用．一部改変．

表 2　透析患者におけるがんのスクリーニング（米において考慮すべきスクリーニングの例と
　　　　　　 本邦におけるスクリーニング検査の一例）

がん種 米国で考慮される検査 本邦におけるスクリーニングの一例

乳　癌 40 歳以上で年 1 回のマンモグラフィー†1，†2

20～30 歳で 3 年に 1 回，40 歳以上で年 1 回
の臨床的乳房検査
20 歳代では乳房自己検査

40 歳以上では 2 年毎のマンモグラフィー

上部消化管癌 なし 年 1 回の胃 X 線または内視鏡検査

下部消化管癌 50 歳以上で年 1 回便潜血検査†1，†2

大腸内視鏡やバリウム造影†3

年 2 回以上の便潜血検査（免疫法）

子宮頸癌 性交 3 年後から年 1 回のパパニコロウ試験．
（ただし 21 歳はこえないこと）
2 年 1 回の液状検体パパニコロウ試験
ヒトパピローマウィルスワクチン†1

年 1 回のパパニコロウ試験†1，†2

20 歳以上では 2 年毎の子宮癌健診

前立腺癌 50 歳以上で年 1 回の DRE および PSA 測定†1 50 歳以上の男性で年 1 回の PSA

腎・尿路系癌 透析 3 年以上で年 1 回の CT もしくは MRI †1 年 1 回以上の腹部超音波または CT 検査

†1　移植待機中の患者に対して適応．
†2　長期生存が期待できる患者に対して適応．
†3　移植患者評価プロトコルにより推奨された場合．
文献 1，文献 3 より引用，一部改変．
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であろう．しかし，長期透析患者が多く，腎移植待機
患者が少ないわが国では，米国と患者背景が異なるた
め，本推奨レベルを踏襲するかどうかは慎重に判断す
べきである．

本邦における透析患者のがんスクリーニングの成績
は玉井らが報告している．この報告では，2 年間で
263 例の透析がん患者が登録されたが，スクリーニン
グ検査でがんがみつかった症例は 41％ で，自覚症状
からがんが見つかった症例（34％）を上回った．スク
リーニング検査で発見されたがんは，腎がん（登録さ
れたすべての腎がんの 63.9％），肝がん（同 50％），
甲状腺がん（同 50％）が多く，自覚症状から見つけ
られたのは乳がん（登録されたすべての乳がんの 61.5

％），胃がん（同 46％）が多かった．また，この報告
では，自覚症状からがんが発見された群はスクリーニ
ング検査で見つけられた群よりも進行例が多かった5）

ことから，スクリーニングの重要性を示唆する結果で
あった．このように，がん患者のスクリーニングの是
非については，評価が一定でないのが現状といえる．

2-2　画像検査

がんの評価に画像検査は不可欠だが，透析患者に対
してはいくつかの注意点がある．例えば，肺がんのス
クリーニング検査として胸部 X 線が用いられている
が，世界的には，肺がんの死亡リスク減少という面で
は否定的な意見が多い．近年，一般の喫煙者において，
年 1 回のヘリカル CT による肺がんの早期発見が生命
予後の改善という面でも有用であることが報告された
が，費用の面から採用されていない4）．維持透析中に
見られる血管の石灰化がマンモグラフィーによる乳が
んの診断に影響する可能性も指摘されている6）．

3　透析がん患者の治療

透析がんの治療戦略も通常患者のそれと大きく変わ
ることはなく，多くの症例では外科的治療，放射線治
療，薬物療法が選択される．

3-1　外科的治療

透析患者には，出血傾向，創傷治癒の遅延，易感染
性，組織の脆弱化などの特殊な病態が存在するとされ
ている．また，糖尿病，心血管系障害などを合併する
症例も多く，一般的にいえば，手術に対して消極的に

ならざるをえず，国内外を含めて大規模な報告は少な
い．以下，主要ながんの手術治療の実際に関して述べ
る．

（1）　胃がん
室谷ら7）は，透析胃がん患者 206 例（平均年齢 62.1

歳）の手術成績に関して報告している．それによると，
206 例中 12 例（5.8％）が術死（術後 30 日以内の死
亡）であった．また，死亡原因としては，原病死が
33 例（16.0％）に対して，他病死が 56 例（27.2％）
と他病死が多い傾向にあった．1991 年の日本胃癌学
会による胃がん患者 8,305 例の報告では，術死が 1.0％，
原病死が 21.0％，他病死が 4.9％ であったことを考え
ると，透析胃がん患者は通常の胃がん患者と比較して
術死と他病死が多い可能性が示唆された．

同報告によれば，全症例の 5 年生存率は 42.1％ と
されているが，一般の集団の胃がん患者との比較のた
めに，他病死を分母から除いた生存率を算出した場合
の 5 年生存率は 63.6％ となり，先述の一般集団の胃
がん患者における 5 年生存率 66.0％ とも大差は認め
られていないことから，「透析胃がん患者の予後に関
しては，他病死を除くと通常の胃がん患者と比較して
もなんら遜色はない」可能性を示唆するものである．

早期胃がんに対しては，内視鏡的粘膜下層剥離術
（endoscopic submucosal dissection;  ESD）が施行され
ることもある．Numata8）らは，透析患者（12 例 15 病
変）と保存期慢性腎臓病患者（51 例 64 病変）の早期
胃がんにおける ESD のアウトカムについて検討を行
っている8）．完全一括切除された患者の割合は両群で
差を認めなかったが，透析群では有意に術後の出血が
多かった（33.3％ vs. 9.4％）．このことから早期胃が
んにおいては，術後の合併症に注意する必要があると
考えられる．

（2）　大腸がん
増子ら9）は，透析大腸がん患者 105 例の検討を行っ

ている．術死が 4 例（3.8％），癌死が 19 例（18.1％）
に対し，他病死が 20 例（19％）認められた．術後合
併症は 12 例（11.4％）にみられたが，一般集団にお
ける大腸がん手術での合併症発症率は 15～25％ と報
告されているので，透析患者の合併症が多いとは言え
ない結果であった．また，他病死を除く大腸がん全体
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の 5 年生存率は 69％ であり，通常の大腸がん患者の
5 年生存率（56.2～75％）と比較しても差がないもの
と推察された．

（3）　肺がん
透析肺がん患者におけるわが国の報告は少なく，一

例報告以外で筆者が検索しえたのは 2 報のみであった．
Tsuchida10）らは，肺がんの手術を受けた 7 名の血液透
析患者（平均 59 歳，平均透析歴 31 カ月）について詳
細な検討を行っているが，その特徴は 7 名全員になん
らかの術後合併症（高カリウム血症 3 名，喀痰貯留 2

名，肺水腫 1 名，肺炎 1 名）が起きている．また，術
後合併症が改善した例の中にも 1 名他病死（脳出血）
が存在した．

一方，Obuchi11）らは，11 名の透析肺がん患者（平
均年齢 66.4 歳，平均透析歴 6.7 年）の手術例の検討を
行っている．術後合併症は 3 例（肺炎 2 例，乳び胸 1

例）であったが，5 年で 6 名が死亡しており，そのう
ち 4 名が他病死であった．通常の肺がん患者との単純
な比較は難しいが，いずれの報告も，胃がんや大腸が
んで認められたように，周術期死亡や他病死が目立つ
ことが特徴である．

3-2　放射線治療

透析がん患者の放射線療法に関する報告は少ない．
甲状腺がんに対して有害事象なく 131I の内照射を施行
し得た一例12）や，内分泌療法と放射線治療の組み合わ
せが奏効した前立腺がん患者の一例13）などが報告され
ている．後者では，放射線治療後の晩期有害事象とし
て，両側大腿骨頚部骨折が発生した点が特記すべき点
である．

3-3　薬物療法

透析がん患者に対して，がん薬物治療を施行するさ
いの投与量や有効性は確立されていない．抗がん剤の
代謝特性，透析患者に対する投与量，透析，透析のタ
イミングについては，Janus らが報告14）しているが，
ほとんどの薬剤のデータに強いエビデンスはなく，症
例報告の情報にもとづいて作成されているのが現状で
ある．また，薬物療法の有害事象が一般患者とどのよ
うに異なるかという検討もなされていない．例えば，
透析患者でしばしば見られる低アルブミン血症は，血

清蛋白結合率の高い薬物においてその薬物動態を変動
させることがあるばかりでなく，発熱性好中球減少症
の危険因子と報告15）されているが，透析がん患者でそ
の頻度が上昇するかどうかもわかっていない．さらに，
透析患者は，易感染性，腎性貧血を合併していること
が多く，薬物治療にともなう骨髄抑制によって重症感
染症や貧血の遷延の危険性があるが，こちらの頻度も
不明である．

これらの事実をうけて，Janus らは，多施設共同の
後ろ向き研究を行い16），維持透析中にがんに罹患した
患者を 2 年間追跡し，薬物使用患者については，その
薬物に容量調節が必要かどうか，あるいは透析性があ
るかどうかを検討した．その結果，12 施設で 178 名
が登録された．そのうち 50 名が薬物治療を受けてい
たが，腎不全時に容量調節の薬物は 72％ 含まれてお
り，透析性の問題から透析後の薬剤投与が必要なもの
は 82％ であったという．さらに，登録患者の 44％ の
患者に医原性の薬剤毒性が生じたが，容量調整が必要
な薬剤によるものが 34％ であり，容量調整に関して
まったく指標のない薬剤による有害事象も 17％ 含ま
れていたという結果であった．

本邦にはこのような多施設の研究は未だ存在しない
が，澤崎ら17）が自ら経験した 3 例に加えて，2002 年
から 2012 年にかけて PUBMED，医学中央雑誌にて
検索しえた，血液透析がん患者に対してがん薬物療法
を施行した論文 103 例をまとめ，そのうち予後の記載
のあった 53 例について詳細に検討している．その結
果によると，同一疾患に対する治療が症例毎に大きく
異なっている点が特徴的であり，この背景にはやはり，
薬物治療のガイドラインがないことが反映しているも
のと思われる．今後，多施設が一丸となった症例の蓄
積により，透析患者の各がん種に対する薬物療法の有
効率や，有害事象の頻度，標準投与量に関するエビデ
ンスが蓄積することが望まれている．

4　onco-nephrology consortium による 

　多施設共同観察研究

以上の現状をふまえて，我々は，がん治療のハイボ
リュームセンター 22 施設で構成された多施設共同観
察研究を計画した．維持透析中に新規もしくは再発が
んと診断された患者を対象とし，

①　原発臓器
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②　透析導入日
③　がん診断日
④　がん診断の契機
⑤　初回治療法
⑥　転帰

を調査した．
結果，主要 6 がん種（肺・胃・大腸・肝臓・乳房・

膵臓）に泌尿器系がんを加えた 8 がん種の合計は 508

例に達した．透析原疾患は糖尿病が 32％ を占めた．
透析導入からがん診断までの期間は中央値 77 カ月で
あった．胃がんや大腸がん，肺がん患者の透析導入か
ら診断までの期間の中央値が 60 カ月前後であったの
に対し腎がんでは 141 カ月と長く，透析患者の腎がん
が長期透析患者に合併する後天性囊胞腎を発生母体と
することが多い事実を支持している．

診断の契機としては，無症状のまま施設スクリーニ
ング検査で発見されたケースが 58％ と最も多く，dis-

ease status も切除可能ながんが 76％ を占めた．観察
期間の中央値は 30 カ月で，死亡例は 133 名（26％）
存在したが，原病死は 57％ で，残りはがん以外によ
る他病死であることが特徴であった．

本結果は中間報告であり確定的ではない．また，が
ん診療のハイボリュームセンターを中心として多施設
共同観察研究という施設の偏りもあるため，必ずしも
透析がん患者の実態を示すものではないが，これまで
まったく不明であった透析がん患者の診療の実情を記
述する研究として非常に有用であると考えられる．

おわりに

腎不全患者におけるがん診療に関して概説し，我々
の研究結果の中間報告の一部を紹介した．2011 年の
米国腎臓学会学術集会で，「がん患者の腎障害」や

「腎障害患者のがん治療」を扱う新分野として onco-

nephrology が初めて取り上げられたさいには，腎臓内
科医，腫瘍内科医，集中治療医などが相互に協力して
診療すべきということが強調されたという．2014 年
には Cancer-Kidney International Network （C-KIN）も
発足しており，腎臓内科ががん診療と関わることの重
要性は今後も増していくものと思われる．

onco-nephrology には未解決な課題が山積している．
我々は，それらの問題を解決するため，腫瘍内科と協
力した診療実態調査だけでなく，薬剤部とも連携した

がん薬物モニタリング研究にも着手している．今後，
このような研究が推進され，透析患者によりよいがん
診療を提供できるようにする必要がある．
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要　旨

慢 性 腎 臓 病（CKD）病 態 下 に お け る fibroblast 

growth factor-23（FGF23）の調節因子の一つにカルシ
ウム（Ca）があげられている．今回，我々は正常お
よび腎不全モデルラットにおける，経静脈的な Ca 負
荷による FGF23 への影響について検討した．

雄性 Sprague-Dawley ラットに 5/6 部分腎摘術を施
して通常食を 4 週間給餌した後，静注用ポンプを頸静
脈に挿入し 50％ グルコン酸 Ca を 7 日間投与する静
注群，通常食給餌のコントロール群に群分けした．正
常ラットも同様に群分けした．

正常ラットでは，静注 Ca 負荷により，血中 Ca 濃
度はコントロールと比較して 7 日までに有意に上昇し，
FGF23 も有意に上昇した．血中クレアチニン（Cre）
やリン（P），PTH 濃度に有意な変化は見られなかっ
た．腎摘ラットでは，静注 Ca 負荷により，1 日後よ
り有意に血中 Ca 濃度は上昇し，FGF23 も上昇した．
7 日目にはいずれも顕著に上昇した．正常ラットも腎
摘ラットも静注 Ca 負荷により尿中 P 排泄が低下した．

経静脈的な Ca 負荷により，FGF23 は腎機能，P，
PTH にかかわらず上昇したが，その生理作用は障害
されていた．

1　目　的

腎臓病領域のリン（P）代謝調節因子はこれまで
parathyroid hormone（PTH）および活性型ビタミン

D がその中心的役割を担ってきたが，近年 fibroblast 

growth factor-23（FGF23）の P 代謝における重要性
が指摘されている．FGF23 は保存期 CKD において，
PTH や活性型ビタミン D に先んじて影響をうける因
子である．体内への P 負荷をいち早く感知して尿中
から体外へ P をアウトプットすることにより，体内
への P 蓄積を回避する「リン蓄積回避機構」を司っ
ている．この FGF23 の生理作用は標的臓器である腎
臓を介して発揮されるが，FGF23 は腎機能が廃絶し
た透析患者においても，死亡や，血管石灰化，心不全
などの心血管病変，貧血などとの関連性が指摘されて
いる．この FGF23 の各種病態との関連性は P やカル
シウム（Ca）といったミネラル代謝異常に依存する
ことなくみられることから，FGF23 がミネラル代謝
とは独立して各種病態に関与しているかの検討は今後
の重要課題となっている．

FGF23 は骨芽細胞や骨細胞から産生されるものの，
その産生機序の詳細は十分には解明されていない．
FGF23 の正の調節因子には，経口の P 負荷，活性型
ビタミン D，PTH，代謝性アシドーシスなどがあり，
負の因子には腎の Klotho や PHEX，DMP1 などの転
写因子がある．我々は動物実験により，経口のみなら
ず，静脈内への持続的な P 負荷でも FGF23 は上昇し，
その上昇は腎障害時に顕著であることを報告した1）．

本実験で用いたミニポンプは，今まで汎用されてい
る浸透型ポンプでは不可能であった，静脈内（頸静
脈）投与が数週間可能である画期的デバイスである．

公募研究助成 〈報告書〉

Ca による FGF23 調節についての検討

溝渕正英　
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

key words：カルシウム，FGF23，腎不全

The regulation of FGF23 by calcium
Division of Nephrology, Department of Medicine, Showa University School of Medicine
Masahide Mizobuchi
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また近年では Ca の FGF23 への影響も注目されてい
る．PTx を施したラットを低 Ca 食にて飼育すると血
中 FGF23 は低下し，Ca 製剤を腹腔内投与すると
FGF23 は上昇する．血中 P やカルシトリオール濃度
に変化はみられないことから，FGF23 は P，活性型
ビタミン D，PTH（PTx ラットのため）を介さずに
Ca により調節を受けることが示唆される2）．

臨床研究では健常者，透析患者の各々に，グルコン
酸 Ca による血中 Ca 上昇作用もしくはクエン酸 Na

による血中 Ca 低下作用を誘発すると，いずれの患者
群でも血中 P 濃度は変化せず，FGF23 も変化しない
ことが最近報告されている3）．この研究は観察時間が
2 時間と短期間であり，長期的な血中 Ca 濃度の変化
の影響は不明である．また，P 吸着薬と FGF23 の関
係も注目されており，Ca 製剤に比して非 Ca 含有 P 吸
着薬の投与で FGF23 が低下することが，保存期 CKD

患者を中心に報告されているが，透析患者での報告は
少ない．

こうした背景の下，腎不全患者における FGF23 の
重要性の検証を念頭に，今回，我々は Ca による FGF23

調節に着目し，基礎研究を計画した．前述のポンプを
使用し，静脈内 Ca 負荷の変化による FGF23 への影響
を検討した．

2　方　法

雄性 Sprague-Dawley ラットに 5/6 部分腎摘術を施
し，通常食にて 4 週間飼育し，腎障害を進展させた．
その後，iPRECIO 社製静注用ミニポンプを頸静脈に
挿入し，50％ グルコン酸 Ca 溶液を 20 nl/時のペース
で持続的に投与する静注群（3 匹），正常食飼育のコ
ントロール群（6 匹）に群分けした．同週齢の正常ラ
ットも同様に群分けした（静注群 6 匹，コントロール
群 8 匹）．それぞれ代謝ゲージにて飼育し，血液およ
び尿サンプル を採取し，血液，尿データを経時的（負
荷 1 および 7 日後）に観察した．7 日の負荷後屠殺し，
腎組織および骨組織（大腿骨）を採取した．血液サン
プルからは，一般生化学項目，intact-FGF23，intact-

PTH を，尿サンプルからは，生化学項目を測定した．
腎組織からはビタミン D 水酸化酵素の CYP27B1 と
CYP24A1，Na/P 共輸送体の NPT-2a 発現を，骨組織
からは FGF23 発現の検討を計画した．

3　結果と考察

正常ラットによる検討では，経静脈的 Ca 負荷によ
り，血中イオン化 Ca 濃度は 7 日目にコントロールと
比較して有意に上昇した（静注：1.62±0.20 m mol/l，
コントロール：1.35±0.01 m mol/l，p＜0.05）．FGF23

も 7 日目に有意に上昇した（静注：1,923±486 pg/ml，
コントロール：416±18 pg/ml，p＜0.05）．血中 Cre

や P，PTH は変化しなかった．尿中 Ca 排泄は 7 日目
に有意に増加し（正常静注：13.7±4.8 mg/day，コン
ト ロ ー ル：0.9±0.1 mg/day，p＜0.05），尿 中 P 排 泄
は 7 日目に有意に減少した（静注：6.8±4.9 mg/day，
コントロール：3.1±3.4 mg/day，p＜0.05）．

腎摘ラットでは，経静脈的 Ca 負荷により，血中イ
オン化 Ca 濃度は 1 日目から有意に上昇し（静注：
1.65±0.11 m mol/l，コントロール：1.32±0.22 m mol/

l，p＜0.05），7 日目にはさらに上昇した（静注：2.42

±0.08 m mol/l，コントロール：1.29±0.05 m mol/l，
p<0.05）．FGF23 も同様の推移を示した（1 日目； 静
注：5037±2733 pg/ml，コ ン ト ロ ー ル：1603±395 

pg/ml，p＜0.05，7 日目；静注：10580±218 pg/ml，
コントロール：2674±848，p＜0.05）．血中 Cre や P

濃度は変化しなかったが，PTH の有意な低下が 7 日
目までみられた（静注：28±6 pg/ml，コントロール：
230±118，p＜0.05）．尿中 Ca 排泄は 7 日目に有意に
増加し（静注：20.2±8.1 mg/day，コントロール：0.3

±0.0 mg/day，p＜0.05），尿中 P 排泄は 1 日目から有
意に減少した（静注：1.9±0.9 mg/day，コントロー
ル：19.4±1.7 mg/day，p＜0.05）．

これらの結果からは，腎機能正常時においても，持
続的な経静脈的 Ca 負荷により，血中 Ca 濃度の上昇
とともに FGF23 が上昇することが確認された．また，
腎障害時には Ca の負荷の影響を受けやすく，負荷後
早期に血中 Ca 濃度および FGF23 の上昇がみられた．
これらの変化には腎機能や血中 P，PTH 濃度は関与
していなかった．特筆すべきは FGF23 上昇にもかか
わらず，尿中 P 排泄が亢進していなかった点であるが，
その機序は今後の検討課題である．今回，採取組織の
検討までには至っておらず，今後，Ca による FGF23

調節機構についての機序の詳細な検討を計画している．

本研究は，平成 26 年度日本透析医会公募研究助成
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によって行われた．
今後，原著論文として投稿予定のため，概略を報告

書の形式で提出しました．
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透析患者において，感染症による死亡は我が国の調
査では一般人口の 7.5 倍，ヨーロッパからの報告では
82 倍と高率であり，感染症対策は透析患者の予後改
善に大きな意味をもつ．特に，感染症のなかでは敗血
症による死亡が多く，60～74 歳では一般人の 30 倍に
達する．敗血症の原因としては，透析用カテーテル感
染が多い．当院でサーベイランスを行っているが，4.2

日/1,000 留置日であり，従来の報告と同程度であった．
カテーテル感染を防ぐ手段のひとつとして，サーベイ
ランスを行うことが推奨される．

透析施設では，ウイルス肝炎のアウトブレークが問
題となった．ウイルス肝炎のアウトブレークの原因と
しては，生理食塩液の再使用，ESA の調整，ヘパリン
生食の調整などに汚染された注射器が使われたことが
推測された．また，環境表面で，B 型肝炎ウイルスは
1 週間以上，C 型肝炎ウイルスも 5 日程度が生存する
ことから，環境表面の消毒も重要である．肝炎ウイル
スの透析患者における有病率は，2007 年末の統計調
査で HBs 抗原 1.9％，HCV 抗体 9.8％ であった．今回，
菊地らにより全国レベルのアンケートが行われ，それ
ぞれ，1.7％，6.7％ へ減少したが，一般人と比べると
まだかなり高い有病率である．

前述したウイルス肝炎の透析施設内アウトブレーク
をうけて，2000 年にはじめて「透析医療における標
準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」
が策定され，その後改訂を重ね，2015 年 3 月，「透析
施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガ
イドライン（四訂版）」が策定された．今回からマニ

ュアルからガイドラインとなったのは，エビデンスレ
ベルおよび推奨度が付与されたガイドラインをもとに，
各施設に合わせたマニュアルを施設ごとに策定しても
らうのが趣旨である．

前版からの変更点や追加した点について新たに推奨
されたいくつか重要なポイントを示す．

①　感染症情報やその施設における感染対策マニュ
アルなどを患者側に周知する．

②　市販されているものについては，プレフィルド
シリンジを極力使用する．

③　バスキュラーアクセスの状態をよく観察する．
④　シャント穿刺や抜針のさいには，ガウンまたは

エプロン，マスク，ゴーグル，あるいはフェース
シールド，手袋を装着する．

⑤　安全装置付穿刺針を使用する．
⑥　透析実施前に感染の可能性を確認して，事前に

対応を分ける．
⑦　オカルト HBV を想定して，HBs 抗原が陰性で

も，HBV DNA 陽性患者は HBs 抗原陽性と同様
にベッド固定などの対応をとること．

ガイドラインの感染症の各論では，従来取り上げた
感染症に加えて，今回から，多剤耐性菌のいくつか，
クロストリディウム ディフィシル，ノロウイルス，
疥癬が追加された．

HIV 感染透析患者は，我が国では現在は世界の各国
に比して少なく，2012 年の調査では，0.024％ であっ
た．しかし，HIV 患者における CKD の割合は他国と
同程度みられること，HIV 患者は腎不全の進行や末期

武蔵野赤十字病院腎臓内科

各支部での特別講演   講演抄録

透析施設における感染症対策
――　マニュアルからガイドラインへ　――

安藤亮一　

平成 27 年 11 月 29 日/愛知県「愛知県透析医会研修会」　
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腎不全になる確率が高いこと，ART（antiretroviral 

therapy）の進歩により生命予後が改善し，今後 HIV

感染透析患者の増加が予想される．今回のガイドライ
ンでは，以前のマニュアル等より，HIV 感染患者に対
する対応についてさらに変更が加えられ，HIV 陽性患
者の透析実施時，患者を個室隔離する必要はないこと
がエビデンスレベルで強く推奨された．

結核は今でも透析患者では罹患率が高く，健常人の
約 8 倍である．結核の診断には，ツベルクリン反応よ
りも，透析患者においてもインターフェロン c遊離
試験（IGRA）が有用である．また，透析患者は感染
はしているが発病はしていない潜在性結核が多いが，
免疫力の低下した透析患者では，潜在性結核から結核
を発病するリスクが高く，潜在性結核に対する治療を
行うことが薦められる．

透析患者はインフルエンザのハイリスク群であり，
透析患者においてもインフルエンザワクチンは有効で，

流行前にワクチンを接種しておくことが推奨される．
また，インフルエンザを発症した患者に接触した透析
患者に対する抗インフルエンザ薬の予防投与が推奨さ
れ，初発の患者の発症から 12～24 時間以内に開始す
る．

まとめると以下のようになる．
①　透析患者は感染症による死亡が多い．特に血流

感染が問題である．カテーテル血流感染防止のた
めにサーベイランスは有効である．

②　ウイルス肝炎は減少しているが，いまだ一般人
と比べて高率であり，注意を要する．

③　「透析医療における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）」は，HIV 対
応をはじめとして，いくつか変更点がある．

本講演が，各施設の実態に応じた感染対策マニュア
ル作成の一助になれば，幸いである．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　研究背景

腎臓病透析患者は，体内のカリウムを十分に排出す
ることができないために，カリウムの摂取制限を行わ
ないと不整脈により心不全を起こす可能性がある1）．
そのため，腎臓病透析患者は 1 日のカリウム摂取量を
1,500～2,000 mg に制限されている2）．日常で私たちが
食べている野菜は多くのカリウムが含まれているため，
腎臓病透析患者は野菜の摂取，野菜を摂取するさいに
は，水にさらしたりゆでたりしてカリウムを除去する
必要がある．野菜を水にさらす，またはゆでる方法を
用いると，新鮮重当たりのカリウム含有量を減少させ
ることはできるが，カリウムを完全に溶脱できるわけ
ではなく，その一部を除去できる程度である．また，
水にさらしたりゆでたりすることにより，カリウム以
外のミネラルや水溶性ビタミンが溶脱や分解する．さ
らに野菜には多くの食物繊維が含まれるが，腎臓病透
析患者は野菜摂取が制限されているため食物繊維不足
になり，便秘に悩まされることが多い．このように野
菜摂取を制限することによる弊害が多くある．

このような腎臓病透析患者の食生活を踏まえると，
従来のものと比較して一定新鮮重に含まれるカリウム
含有量のできる限り少ない「低カリウム野菜」を栽培
することが可能になれば，カリウムの摂取量を少なく
したほうがよい腎臓病透析患者にとって朗報であると
考えた．一方で，カリウムは植物の必須元素の一つで
あるので3），植物体内のカリウムを過剰に減少させる
ことは，植物体内の恒常性の維持が不可能になり，生

育障害を起こすと考えられる．
そこで著者らの研究グループでは，カリウム欠乏に

よる生育障害を起こすことなく，通常栽培と同じ生育
を示しながら，かつ従来の栽培方法で栽培したものよ
りカリウム含有量の少ない野菜の栽培方法を検討した．

2　葉菜の低カリウム含有量栽培方法の検討

試験材料として葉菜類で比較的カリウム含有量の多
いホウレンソウを用い，低カリウムホウレンソウの栽
培法を開発した4, 5）．その結果，低カリウムホウレン
ソウでは対照区の 79％ に減少した（図 1）．この時，
対照区と比較してその他の形質に有意な差は認められ
なかった．この結果，栽培期間の途中から養液中のカ
リウム施肥量を制限することにより，可食部の生育を
維持しつつ，収穫時のホウレンソウ可食部のカリウム
含有量を減少させることが可能であることが明らかに
なった．

栽培方法を他の葉菜にも適応できるか検討した6, 7）．
リーフレタス（図 2-A），サンチュ（図 2-B），コマツ
ナ（図 2-C）の各植物において，収穫時の低カリウム
区におけるカリウム含有量は対照区それぞれの 28％，
42％，31％ であった．このとき対照区と比較して低
カリウム区では，他の指標において有意差が認められ
なかった．この他にも水耕栽培が可能な様々な葉菜に
おいて，可食部の生長を維持しつつカリウム含有量を
減少させることが可能であることが明らかになってい
る．

秋田県立大学生物資源科学部

各支部での特別講演   講演抄録

腎臓病透析患者のための低カリウム含量野菜の 
栽培とその応用

小川敦史　

平成 27 年 12 月 6 日/宮城県「第 44 回宮城県腎不全研究会」　
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3　水耕養液組成制御技術の応用

野菜の低カリウム化に関する研究成果を応用して，
著者らの研究グループでは水耕養液の組成を制御する
ことにより，「マグネシウムならびにカルシウム8）」

「鉄分」「亜鉛」などのミネラルやビタミン類など現代
人が不足している栄養素を多く含む野菜の栽培方法を
開発した．

4　低カリウム野菜の実用化と課題

本研究成果をもとに，秋田県立大学と全国の十数社
の間で特許実施許諾が結ばれ，現在全国で「低カリウ
ム含有量レタス」や「低カリウム含量ホウレンソウ」
が実際の植物工場で栽培され市場で販売されている

（図 3）．一方で，必要としている人への情報や商品が
行き届いていない，販売されている低カリウム含量野
菜のほとんどがレタスであるなど，今後解決していか
なければいけない問題も残されている．

5　さいごに

ここでは，低カリウム含有量野菜の栽培方法の開発
と実用化の現状を中心に記載した．しかし，低カリウ
ム含有量野菜が腎臓病患者に向けた野菜であるという
側面を持つ以上，栽培という「農学」の視点だけでな

図 1　低カリウム処理がホウレンソウのカリウム含有量（左）と新鮮重（右）に与える影響
　各値は，新鮮重 1 g あたりに含まれるカリウム含有量および新鮮重，図中の縦線は標準
誤差を示す．*** は，t 検定で対照区と比較して 0.1％ 水準で有意差があることを示す．（文
献 4 より改変引用）
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図 2　低カリウム処理がリーフレタス，サンチュ，コマツナにおけるカリウム含有量に与
える影響

　各値は，新鮮重 1 g あたりに含まれるカリウム含有量，図中の縦線は標準誤差を示す．
*** は，t 検定で対照区と比較して 0.1％ 水準で有意差があることを示す．（文献 6 より改
変引用）
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図 3　現在市販されている低カリウム含有量野菜の一例
　低カリウムレタス（左）と低カリウムホウレンソウ（右）．

（富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社より写真提供）
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く，それがどのように身体に影響を及ぼすかという
「医学」や「栄養学」などについて，幅広い視点から
消費者にわかりやすく普及していく必要があると考え
る．そのためには，今後幅広い分野横断的な研究や情
報交換が必要になってくると考えられる．その一環と
して，「全国低カリウム野菜研究会」を設立し，2016

年 3 月 6 日に秋田市で第 1 回シンポジウムを開催した．
全国低カリウム野菜研究会に関するお問い合わせは

以下のところまで．
全国低カリウム野菜研究会　事務局
ホームページ　http://teikariyasai.jp/

E-mail　teikariyasai@gmail.com
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1　医事紛争の概要

新たに裁判所に訴訟提起される医事紛争に関する民
事訴訟件数は，1990 年代後半は，年間 500 から 600

件程度であったが，横浜市立大学病院の患者取り違え
事件や都立広尾病院の注射器取り違え事件の発生した
1999 年を境に急増し，2004 年には年間 1,110 件とな
った．その後，減少し，一時 700 件台となったものの，
ここ数年は増加傾向にあり，2015 年は 836 件となっ
ている．

医療事故による民事上の責任は，債務不履行責任
（民法第 415 条以下），ないしは不法行為責任（民法第
709 条以下）という形で問われ，提供された医療行為
の過失の有無・生じた損害との間の因果関係の有無が
主な争点となる．過失および因果関係が認定された場
合には，過失のある医療行為と相当因果関係のある損
害（結果）について，医療機関ないし医療従事者に損
害賠償義務が生じることになる．そして，過失の認定
に当たっては，医療行為が「医療水準」に沿ったもの
であったか否かということが判断指標とされる．ここ
で，「医療水準」とは，「診療当時のいわゆる臨床医学
の実践における医療水準」であり（最高裁判所第三小
法廷判決昭和 57 年 3 月 30 日），当該医療機関の性格，
所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して
決せられるべきであり，全国一律に解するのが相当で
ないとされている（最高裁判所第二小法廷判決平成 7

年 6 月 9 日）．

2　透析に関する医療事故の実態

人工透析に関する刑事裁判例としては 2 例が把握で
きたが，患者が死亡したり重度の障害が残ったりした
場合には，刑事責任を問われることがあるので，注意
が必要である．裁判としては略式命令で罰金刑となっ
ているが，捜査での取調への対応は精神的にも肉体的
にも非常につらいものであり，刑事事件に発展させな
いことが重要である．

当職が調査しえた透析医療に関する民事裁判例は，
いずれも，日常多く行われている通常の血液透析に関
するものではなく，特殊な事情が問題となったもので
あった．透析医療については，マニュアル等が整備さ
れており，過失の有無が比較的容易に判断しやすく，
医療機関側に明らかな過失が存する場合には，示談や
和解といった判決に至る前に解決がなされるケースが
多いために，判例集等に掲載される裁判例が少ないこ
とが推測される．しかしながら，いずれにせよ，透析
医療全体としてみると，訴訟に発展しうるような事故
が一定程度発生しており，透析医療においても，医療
事故により患者が死亡したり重度の障害が残ったりし
たような場合には，1 億円を超えるような賠償を命じ
られることも少なくないので注意が必要である．

3　医療事故調査制度について

医療事故調査制度は，医療の安全を確保するために，
医療事故の再発防止を行うことを目的としている．つ
まり，今回の医療事故調査制度は，非懲罰性，秘匿性，

大阪 A & M 法律事務所

各支部での特別講演   講演抄録

透析医療と医療安全

小島崇宏　

平成 28 年 1 月 30 日/大阪府「大阪透析医会講演会」　
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独立性を担保し，再発防止に向けた実効性のある調査
を行おうというものである．

なお，本医療事故調査制度の対象となる医療事故と
は，「当該病院等（病院，診療所又は助産所）に勤務
する医療従事者が提供した医療に起因し，又は起因す
ると疑われる死亡又は死産であって，当該管理者が当
該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働
省令で定めるものをいう」（改正医療法第 6 条の 10）
とされており，医療に起因していること（疑い含む）
と，管理者が予期しなかったものを要件としている．
そして，管理者が予期していたか否かの判断は，原則
として，当該医療の提供前に予期されていることを患
者等に説明していたか，あるいは，診療録等に記録を
していたかによってするとされているので（改正医療
法施行規則第 1 条の 10 の 2），予期されているのであ
れば，インフォームド・コンセントを適切に行い，あ
るいは，診療録等にきちっと記録をしておくことが，

必要な調査に医療資源を集中するという意味でも重要
である．

4　まとめ

昨年 10 月より，あらたに，医療事故調査制度が実
施され，透析医療もその例外ではない．この制度によ
り，医療に関する民事訴訟や刑事訴訟がどのような影
響を受けるかは未知数であるが，医療事故が生じれば，
医療機関は，金銭的にも時間的にも多大な負担を強い
られることになるし，当事者となった個々の医療従事
者の精神的，肉体的負担は相当なものである．

透析医療も他の医療行為と違わず医療事故が起こり
うる環境にあり，場合によっては患者の死亡といった
重大な結果が生じうるのであるから，医療安全への取
り組みをより充実させ，医療事故を起こさない体制を
早急に整えることが重要である．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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2014 年に慢性腎臓病に対する食事療法基準が 7 年
ぶりに改訂された．CKD の重症度分類（ステージ）
が変更になったことを受けて改訂作業が行われたが，
エビデンスの確立が難しい分野であるため，厳密な意
味ではガイドラインではなく食事療法基準という名称
が継承された．この一部として慢性透析患者に対する
食事療法基準も改訂された．

現在，透析患者の死亡原因の上位を占める病態には
低栄養が大きく関与している可能性が高く，患者の高
齢化と併せて栄養対策が日本透析医学会でも大きなテ
ーマとなっている．そうしたなかで今回の食事療法基
準が提唱された（表 1）．一見すると提示されている
数値に大きな変更はないが，これを日常診療に活かす
さいにはある程度の自由度が必要になる．そのために
はこれらの数値が決まった経緯や，基準全体を通じた
メッセージを理解して適用する必要がある．また合併
症が多い患者がたくさんいることに配慮して，診療現
場で混乱が生じないよう他領域との連携にも配慮して

いる部分もある．
今回の策定作業の過程を経ていくつかの問題点が明

らかになったと思われる．根本的には食事におけるそ
れぞれの栄養素の摂取量を測定する方法がないことで，
基準値を策定してもそれを遵守できているのかどうか
がわからないことから，その基準値の妥当性を評価す
ることができないのである．そのため，本質的には基
準値を提示するという考え方から，血液検査や身体測
定などの評価の方法や解釈とその異常値への対処とい
った形に変更していく必要があるのかもしれない．い
ずれにせよ，食事に対する介入はエビデンスの作成が
しにくい領域であるため，日本透析医学会の統計調査
データから大規模な観察研究を行い，その結果をもと
に，小規模でも精密な介入研究を行って少しずつ証明
をしていくほかない．今後，同学会の栄養問題検討ワ
ーキンググループと統計調査委員会でコラボレーショ
ンをしてわが国からデータを発信し，それが国際的に
認められていく過程で厳密な意味でのガイドラインの

東京医科大学腎臓内科学分野

各支部での特別講演   講演抄録

透析患者の栄養管理

菅野義彦　

平成 28 年 2 月 21 日/東京都「第 44 回東京透析研究会」　

表 1　CKD ステージによる食事療法基準

ステージ 5D エネルギー 
（kcal/kgBW/日）

たんぱく質 
（g/kgBW/日）

食　塩 
（g/日） 水　分 カリウム 

（mg/日）
リ　ン 

（mg/日）

血液透析
（週 3 回）

30～35 注 1, 2） 0.9～1.2 注 1） ＜6 注 3） できるだけ少なく ≦2,000
≦たんぱく質（g）

×15

腹膜透析 30～35 注 1, 2, 4） 0.9～1.2 注 1） PD 除水量（L）×
7.5＋尿量（L）×5

PD 除水量＋尿量 制限なし注 5） ≦たんぱく質（g）
×15

注 1）　体重は基本的に標準体重（BMI＝22）を用いる．
注 2）　性別，年齢，合併症，身体活動度により異なる．
注 3）　尿量，身体活動度，体格，栄養状態，透析間体重増加を考慮して適宜調整する．
注 4）　腹膜吸収ブドウ糖からのエネルギー分を差し引く．
注 5）　高カリウム血症を認める場合には血液透析同様に制限する．
日本腎臓学会：慢性腎臓病に対する食事療法基準（2014 年版）より．
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名前に堪えうる知見が得られることを期待したい．そ
のなかで，診療だけではなく管理栄養士を中心とする
スタッフとの共同作業が必要であるが，筆者の所属す
る栄養関連の学会，日本栄養士会とも連携してより多
くの，そして正確なデータ収集につなげたいと考えて
いる．

患者の高齢化が進むほど腎不全以外の合併症も増加
する．低栄養を克服しながら原病と合併症に対応でき
る食事を考慮するのはかなり困難な方程式になるに違
いないが，現場の混乱を避けるために関係領域の学会
同士の連携が非常に重要である．近いところでは日本
糖尿病学会，日本高血圧学会などであるが，次回食事
療法基準を策定するさいにはこうした関連学会からも
策定メンバーとして参加をいただき，学会ごとに違う
基準を出して現場が困惑しないような調整が必要であ
る．

また今後の社会でどれだけ食事療法の経済的な負担
に耐えられる患者層が残れるのかも予想がつかない．
昨今の国内経済を考えると，社会的な弱者層に属さざ
るをえない透析患者も少なくない．その場合，栄養管
理をしたくても安価なジャンクフードなどで空腹を満
たすことを認めなくてはならない．安価であれば食塩
使用量や添加物も多いかもしれないので，これは食塩
やリンの管理に直結してしまう．しかしながらデジタ
ル技術の進歩を利用して，これまでには得られなかっ
た情報を蓄積し，それを解析することが可能になるか
もしれない．管理栄養士をはじめ臨床における各職種
の役割を再検討する時代はすぐそこまで来ており，医
療の姿のそうした変化があっても，生活習慣病に対す
る治療の基盤としての食事・食習慣の重要性は決して
変わるものではない．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　はじめに

onconephrology とは oncology（腫瘍学）と neph-

rology（腎臓学）の間に生まれた造語であり，この言
葉が生まれた背景には，がん治療中に発生した腎障害
や，腎障害患者に発生したがんに対する関心が高まっ
てきたという現実がある．後者のトピックの一つとし
て，「透析患者のがんをいかに診療するか」があげら
れる．本講演では，そのような透析がん患者の診療を，

「発生」「診断」「治療」に関して，これまでの知見も
織り込みつつ紹介する．

2　透析がん患者の発生

透析患者における悪性腫瘍の発生頻度についての検
討は多くないが，海外では Maisonneuve らの研究が
知られている．対象は米国，欧州，豪州，ニュージー
ランドの透析患者 831,804 名で，追跡期間は 2.5 年で
ある．この検討によれば，悪性腫瘍の発生率は 3％，
標準化罹患比は 1.18 であり，特に若年者（35 歳未満）
で高値という結果になった．本邦においても，海津ら
が全国 39 都道府県，38,038 人を最長 7 年間追跡した
研究がある．その結果では，がんの発生率は 4.8％ で，
標準化罹患比は男性 1.07，女性 1.41 とともに高値で
あった．以上から，透析患者は一般住民に比較してが
んの発生頻度が高いのではないかと考えられている．
また，部位別では，Maisonneuve らの検討でも，海津
らの検討でも，腎臓，膀胱といった泌尿器系腫瘍のリ
スクが高く，肺，大腸，前立腺，乳腺，胃の腫瘍は一

般人と差がなかった．
透析患者で泌尿器系腫瘍が増加する機序としては，

後天性嚢胞腎や鎮痛剤の乱用が考えられている．その
他，透析患者に比較的合併しやすいとされる他の悪性
腫瘍としては，子宮頸がんや舌がんなどがあげられる
が，これは，ヒトパピローマウイルス感染との関連が
想定されている．

3　透析がん患者の診断 
 　　――　 特にがんスクリーニングについて

一般的に，がんのスクリーニング検査の妥当性は，
発生率，スクリーニング検査の感度と特異度・費用・
安全性，さらに，がんが発見された場合の延命効果の
程度を総合的に検討して行われる．

このような観点から，透析患者のがんスクリーニン
グ検査の妥当性を検討した報告がある．乳がんに対す
るマンモグラフィー，子宮頸がんに対するパパニコロ
ウ検査，大腸がんに対する S 状結腸内視鏡，前立腺
がんに対する PSA 測定の費用対効果を検討した報告
によれば，一般患者と比較して，透析患者へのこれら
のスクリーニング検査に関わる費用対効果は有意に低
く，延命効果も 5 日程度しかないという残念な結果で
あった．実際，米国では透析患者のがんスクリーニン
グ検査には否定的な見解が多く，米国で推奨される透
析患者の各がん種スクリーニング検査は「がんの危険
因子をもった腎移植待機患者または長期予後の見込め
る患者に限定すべきである」と明言されている．しか

京都大学大学院医学研究科腎臓内科学講座

各支部での特別講演   講演抄録

Onco-Nephrology
――　透析がん患者の診療実態　――

松原　雄　

平成 28 年 3 月 20 日/京都「第 36 回京都透析医会総会 ･ 学術集会」　
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し，わが国では腎移植待機患者が少なく，長期透析患
者が多いというように，患者背景が異なるので，米国
と同じ推奨レベルを採用するかどうかに関しては慎重
な判断が必要である．

がんの評価に放射線画像検査は不可欠だが，透析患
者への応用となるといくつかの注意点がある．例えば，
維持透析中の女性における血管の石灰化がマンモグラ
フィーによる乳がんの診断に影響する可能性が指摘さ
れている．また，大腸がんのスクリーニングとして米
国でも本邦でも認知されている検査であるが，透析患
者は様々な原因により消化管出血をきたしていること
が多いため，陽性率は 8.3～16.3％ と高くなる．この
ため便潜血陽性の場合，大腸内視鏡による追加検査が
推奨されている．

4　透析がん患者の治療

4-1　外科的治療

透析患者には，出血傾向，創傷治癒の遅延，易感染
性，組織の脆弱化などの特殊な病態が存在するとされ
ている．また，糖尿病，心血管系障害などを合併する
症例も多く，一般的にいえば，手術に対して消極的に
ならざるをえず，国内外を含めて大規模な報告は少な
い．

本邦では，胃がんの手術治療に関して興味深い検討
がある．室谷らは，6 施設で手術の行われた透析胃が
ん患者 206 例（平均年齢 62.1 歳）に関して報告して
いる．それによると，12 例（5.8％）が術死（術後 30

日以内の死亡）であった．予後を見ると，原病死が
33 例（16.0％）に対して，他病死が 56 例（27.2％）
と他病死が多い傾向にあった．日本胃癌学会による報
告では，術死が 1.0％，原病死が 21.0％，他病死が 4.9

％ であったことを考えると，透析胃がん患者は通常
の胃がん患者と比較して術死と他病死が多い可能性が
示唆された．

4-2　薬物療法

透析がん患者の増加に従い，がん薬物療法の適応と

なる患者の増加が予想される．しかし，現時点では，
透析患者に対するがん薬物治療を施行するさいの投与
量や有効性は明らかにされていない．

これらの事実をうけて，Janus らは，多施設共同の
後ろ向き研究を行い，維持透析中にがんに罹患した患
者（12 施設で 178 名）を 2 年間追跡し，薬物使用患
者については，その薬物に容量調節が必要かどうか，
あるいは透析性があるかどうかを検討した．そのうち
50 名が薬物治療を受けていたが，72％ の薬剤は容量
調節が必要であり，82％ の薬剤は透析後の投与が必
要なものであった．44％ の患者に医原性の薬剤毒性
が生じたが，34％ は容量調整が必要な薬剤に関連し
たものであり，17％ は容量調整に関してまったく指
標のない薬剤に関連したものであった．最終的に本来
薬物治療の適応である多くの症例に対して治療の打ち
切りや適切でない投与量が処方されている結果となっ
ていることを報告している．

本邦にはこのような多施設の研究は未だ存在しない
が，今後，治療薬物モニタリングや多施設が一丸とな
った症例の蓄積により，透析患者の各がん種に対する
薬物療法の有効率や，有害事象の頻度，標準投与量に
関するエビデンスが蓄積することが望まれる．以上を
ふまえ，我々は，維持透析がん患者の治療の標準化に
向けて，多施設による疫学研究と therapeutic drug 

monitoring（TDM）研究を開始した．

5　おわりに

腎不全患者におけるがん診療の実態に関して本邦の
知見を織り交ぜながら概説した．onconephrology に
おけるこの分野は，未解決な問題が多く山積しており，
解決には oncologist と nephrologist が協力していく必
要がある．さらに，「終末期医療」として診療を行う
場合はさらに様々な職種がチームとなって患者に対応
することが不可欠となる．今後の発展が望まれる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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﹁透析治療を回顧しながら考えること﹂     櫻井健治　

私が透析医療に携わって 46 年が過ぎた．1968 年に人工透析研究会が発足し，その年度の日本の透析患者

数は 215 人と報告された．この時医学部 6 年生であった私は，ポリクリで拒絶反応のために元気のない腎移

植患者（慈恵医大病院第一例目）を病棟で診たことから腎不全治療に興味を持つようになった．その夏に泌

尿器科南武教授，後の北里大学医学部初代泌尿器科教授の小柴健先生の紹介で 2 週間 UCLA Medical Center

へ見学に行くことができた．Prof. J. J. Kaufmann はとてもかっこよく，学生の分際の私を親切にもてなして

くれた．彼はその週に腎臓移植の予定がなかったので関連施設で犬の腎移植をして手技を見せてくれた．そ

の後に見学に行った Walter Reed Army Medical Center の腎臓部門では，循研製のコイル型透析装置が 1 台

稼働していて白人の患者が治療を受けていたのを覚えている．そのさいに，軍曹が私をカフェテリアに連れ

ていき，ここで昼食をと言って離れていった．食べ物を受け取った後に「WHITE」「COLORED」と表示さ

れた座席の区分けにしばし迷ったが，勇気を出して WHITE を選んだ．無事食事を終えられた．

翌年，私は慈恵医大を卒業し，キール型透析装置 3 台，コイル型透析装置 1 台の小さな透析室で透析治療

を学び始めた．この頃の透析治療の主流は腹膜透析で，上田内科の病棟には沢山の患者が入院して腹膜透析

を受けていた．しかし，血液透析治療はまだ少数の医療機関でなされていた治療であったけれど，いずれ血

液透析治療が腎不全治療の主流となり最先端医療となる日が来ると勝手に思い込んでいた．

1970 年頃の血液透析治療は，湿らせた 2 枚のセロファン膜をポリプロピレン製の板に挟み，トルクレン

ジで一定の圧で板を絞めて作るキール型ダイアライザか，既成のコイル型ダイアライザを使用していた．透

析液は水道水と透析液原液から作成され，コイル型透析装置を使用する時には透析液槽の透析液濃度を均一

にするため撹拌棒でかき混ぜて透析を開始し，途中一回透析液槽を空にして透析液の全交換をしてから再開

する方法であった．徐々に透析液のセントラルサプライ方式は広まっていったが，透析後の配管洗浄はカル

シウム沈着の防止が主目的で透析液の清浄化には考えが及ばなかった．

セロファン製の透析膜は容易にバーストして，コイル型では透析液漕の透析液が，キール型では透析液流

出口からの排液が真っ赤になることがままあった．この異常事態に迅速に対応するのが医師の務めであった．

バースト発生時には，患者がショック状態でなければ血液のそれ以上の流出を防止し，透析液による血液の

汚染を防止するために A 側と V 側の回路を同時にクランプした．そして，新たな点滴回路を V 側針に接続

して生理食塩液の投与をして血圧を維持した．しかし，患者がショック状態では，ある程度の血液の漏出と

汚染（？）は許容してそのまま血液ポンプを動かし続けて生理食塩液を投与した．このほうが時を移さずに
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大量の生理食塩液を注入することができるので血圧の回復が早かった．

私は膜がバーストすると血流を止めたり減速しなければ血液が透析側に出ていくだけで透析液は体内に入

ってはいかないと想定していた．この方法で何例かの患者（多分両手以上の数）をショック状態から回復さ

せているうちに想定が確信に変わっていったので，ほぼ冷静にこの異常事態に対応できた．この血流を止め

ない方法でも，その後の感染症の発生は皆無であった．でも，今考えるとこれは怖い確信で，患者が感染症

にならなかったのはただの幸運であったためなのかもしれない．

1970 年の春先，東京女子医大の理論外科講師（のちに教授）太田和夫先生が突然慈恵の透析室に来られた．

ナースが太田先生の名刺を示し，「見学をしたいと言っております．先生，お相手を」と言ってきた．なぜ

か若輩の私がお相手することになって現況をお話した．女子医大病院では慈恵の 4 倍から 5 倍の同時透析数

であると聞かされたので，「私どもは 4 台でも準備に手間取っております．そんなに多くては先生方が大変

ではありませんか？」と尋ねた．そうしたところ，専門の技師を養成中でその方々が準備するので医師の負

担は少ないと説明してくれた．太田先生方はその頃から臨床工学技士の国家資格を考えていて，それが 17

年後に実現することとなった．

1971 年，北里大学病院腎センターが設立され，私も腎センター部長酒井糺先生の指導を受けるようにな

った．そこからの道のりは苦しくあり，楽しくもあったけれど，その後 30 年の進歩はまさに最先端医療そ

のものの勢いであった．しかし，最近のこの分野の医療は成熟期にあると感じられ，もう一歩飛躍して社会

に貢献するには携帯型あるいは埋め込み型人工腎臓，異種腎移植，幹細胞を用いた腎臓の再生医療の研究な

どの進歩が必要と思える．
橋本クリニック（神奈川県）　
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﹁私とバスキュラーアクセス―動脈表在化のもたらす可能性﹂     當間茂樹　

血液透析の臨床適用に向けて，初期には多くの苦労があったことは内外の先人の示すところである．体外

循環を確保するため露出した血管にガラス管を挿入し，血液回路はゴム管を用いた事や，抗凝固薬 hirudin

は高価で到底臨床で使えるものではなく，ヘパリンの出現が透析の普及を加速した事などは広く知られてい

る．ガラス管はテフロン，シリコンによる外シャントに代わり，その後間もなく自家動静脈をシャントとす

る方法が主流となり，現在まで続いている．米国では未だに血液透析導入にさいしカテーテル留置が頻繁に

行われているようであるが，高い感染頻度をきたすことの反省から，可能な限り早期に AVF へ切り替える

ようになり，同時期に人工血管の使用も減少し，その結果，死亡率は改善した．

外シャントの時代は頻発する閉塞に悩まされた．血栓除去のため夜討ち朝駆けで閉塞した患者がやってき

た．静脈側のチップを中枢寄りに移動する修復術を数えられないほど行ってきたが，まだ患者も少なく，ス

タッフ 2 人で無菌操作下に血液回路との脱着を行っていた．外シャントは感染も問題だが思いのほか感染例

は少なかった．

その後の AVF（内シャント）はトラブルが無いに等しい理想的なアクセスのように思われた．しかし時

間の経過とともに，吻合部や思いがけない箇所の狭窄を始めとする様々な問題が現れた．シャント静脈の狭

窄，閉塞は穿刺に関わらない個所に多くみられ，よほどのことがない限り狭窄や閉塞は穿刺によるものでは

ないと筆者には感じられた．血流量が多く，すぐに希釈されるので AVF は高カロリー輸液にも利用した．

通常の静脈からの採血が困難な例では，AVF からの採血も許し，血圧測定にも利用したが，そのために

AVF トラブルをきたすことはなかったと信じているが，いかがなものだろう．このような使い方でも長期

間問題なく開存する例は多数あった．その特徴は動脈圧が分散され，静脈の緊張の少ない例であった．この

事から，筆者は側々吻合を好むようになった．

このような経験から，患者には AVF・Graft 穿刺部に触れないこと，全身の清潔を保つこと，シャント肢

の安静は不要であることを話している．中には “シャントを大事にするように言われたので，この手はなる

べく使わないようにしている” 患者がおり，医療側の説明に問題がある．

AVF を作製できないような例には人工血管を用いたが，静脈吻合部の狭窄は避ける事ができなかった．

遅れて動脈吻合部にも狭窄が起こるため，これらの修復と同時に動脈および静脈の部分的表在化を行ってき

た．人工血管の感染は緊急対応が必要で，また開存性にも不満があり，人工血管を避け動脈の表在化に傾い

てきたが，それには患者の高齢化，心機能の問題，シャント化可能な静脈の喪失などの要因もあった．AVF

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 425

の閉塞の最大の原因がその血流と圧にあるとすれば，AVF にしない方法が最も望ましいと考えることは正

解かもしれない．

これまで作製した動静脈表在化は約 400 例で，その予後を調査中である．少なくとも手元にある例では，

ボタンホール穿刺下に最長 13 年使用中で，当院の 69 例中 47％ がシャントを持っていない．シャント化さ

れていない静脈は，一部の例外を除くと開存性は良好であり，動脈を含むこれらの血管の耐容期間や感染，

狭窄，閉塞，瘤など合併症の頻度は近々明らかになるだろう．動脈の表在化を必要とする患者は 10 年先，

20 年先を考慮する必要のないほど高齢であることが多いため，感染以外の問題は生じないかもしれない．感

染，狭窄，閉塞の解決には新たな絹糸からなる人工血管の可能性に期待している．表在化動脈はその圧が利

用できるため，血液ポンプは補助的なものになる可能性もある．近い将来，上腕動脈と同時に Basilic Vein

を皮下に置く表在化法が第一選択になるかもしれない．装着型透析装置の開発は忘れ去られたような昨今で

あるが，透析装置の小型化，装着型などの開発に向けて，表在化動脈が有用となるかもしれない．
とうま内科（沖縄県）　
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﹁50 年の透析人生と CAPD との係わり﹂     工藤健一　

透析医療に携わってほぼ 50 年が経過した．1966 年，福島県立医大の腎臓内科に入局したが，まもなく当

教室でも間欠的腹膜潅流（IPD），血液透析（HD）が開始された．IPD ではトラカール針の穿刺法を習得した．

一方，HD ではキール型ダイアライザーが採用されており，平板にセロファン膜をセットする幕張りや膜が

破れていないかどうかを試す圧テストなどを学んだ．これらの準備に手間がかかる割には透析効率も悪く，

長時間費やしても 1 kg 位の除水が精々であったように思う．また種々のトラブルのため途中で中断する場

合も少なくなかった．

1976 年，大学紛争，教授交代を契機に地元である山形市立病院に勤務することとなった．赴任した病院

は県内で初めて 1970 年透析療法を開始，腎臓専門外来，腎生検なども実施していた．その結果，県内各地

より腎臓患者が集まり，当然のごとく慢性腎不全患者も多く抱えていた．しかし血液透析器の保有台数は 7

台と少なく，紹介できる県内透析施設も満床状態で，常時 20 人程度の腎不全患者にやむをえず IPD を実施

していた．

当院でもこの状況を打開するために徐々に増床し，最終的には 40 床まで増床し，さらに夜間透析，午後

からの透析まで行わざるをえなかった．

1982 年頃 CAPD 治験の依頼を受けた．そこで翌年の 3 月 28 日に第 1 例目を導入した．4 月 1 日から HD

室の増床が決まっており，看護師にとっては勤務交代直前であったから猛反対を受けた．それを押し通した

のは，待機患者の状況から直ぐ満床になると思ったからである．

CAPD のカテーテル挿入処置は自分にとっては初めて経験する外科的処置であった．今後の本療法継続の

ためには内科医で実施しようと考え，時々外科医の援助を受けながら挿入方法を習得した．また導入患者は

社会復帰を目標としてできるだけ年齢が若い人を選択した．デバイスの問題もあり，腹膜炎や出口部感染な

どの発症も少なくなかったが，1985 年に保険適応になるまで 17 例を経験しえた．

この頃には予想通り増床した透析ベッドもほぼ満床になっていた．県内の各透析施設も当院と同様の理由

で CAPD に依存せざるをえなかったため，CAPD 対 HD 比は全国でもトップクラスであったように思う．

もちろん難治性腹膜炎で早期に HD に移行する患者も見られたが，高浸透圧の透析液を避け，減塩食やバッ

グ交換手技などの患者教育を徹底し，長期継続を図ろうとした．

故石崎允氏が主宰した第 1 回腹膜透析研究会で「10 年以上継続した当院 CAPD 患者の検討」という題名

で 6 名の患者を報告している．しかし一方で，除水量が減少した長期 CAPD 患者に HD 移行後 1 年以内に
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多くの腹膜硬化症の発症を経験した．この中で最も記憶に残る患者は，東京で導入され，故郷で暮らしたい

と山形に転院した女性の患者である．1 度の入院既往もなく，元気で社会生活していたが，1976 年に除水量

が減少したため，CAPD 導入 13 年後に血液透析へ移行した．しかしまもなく腹膜硬化症を発症し，死に至

った症例である．このように，長期継続の結果，多くの患者を腹膜硬化症に至らしめ，死期を早めたという

悔恨の思いが強い．

2014 年に山形で開催された CAPD 学会に久しぶりに出席してみた．中性液の使用や浸透圧物質としてイ

コデキストリンの登場などにより病理学的にも硬化性腹膜炎の発症が遅延したという報告があった．しかし，

ブドウ糖を浸透圧液として使用している以上，腹膜硬化症の発症は完全に防止はできないと思う．

最近の山形県の CAPD 以患者の現状をみると，実施している施設が減少し，しかも高齢者が大部分を占

める．現状の考えからすると，残腎機能が減少した患者を 5 年以内に HD に移行するという考え方は理にか

なっているように思われる．

もう一つの課題は，最近公立病院を中心に夜間透析を廃止したため，夜間実施施設は満床状態という現状

である．これらの患者にもまずは CAPD で導入せざるをえない可能性が高い．さらに本療法が改良され，

発展することを切に願うしだいである．
本町矢吹クリニック（山形県）　
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﹁透析黎明期の開業奮闘記﹂     安藤義孝　

昭和 52 年（1977 年）7 月 18 日，35 歳の時，妻の公子医師と二人三脚で，透析専門クリニックを故郷の

群馬県高崎市で開業しました．援軍のない敵地に降りた落下傘兵の心境でした．

当時，群馬県の透析医療は腹膜透析が主流であり，血液透析は大学病院と 2～3 の病院で小規模に施行し

ていたようです．後にわかったことですが，当時群馬県は人口比で血液透析設置台数は日本で最低でした．

開業する年の 3 月頃に，妻が以前に前橋日赤内科に派遣されていた誼で，腎不全患者さんの紹介依頼に訪

れたところ，今現在でも腹膜透析患者が複数人治療中で，今にも死にそうだから早く血液透析をやってくれ

と，私どもの透析クリニックは期待されているんだなと強く感じました．

一刻も早くクリニックを完成させてくださいと，工事関係者を急かせて，昭和 52 年 7 月 18 日にやっと透

析が施行可能となりました．外装工事中で庭はぐちゃぐちゃでしたが，第 1 回透析を施行することができま

した．スタッフは，東京女子医大腎センターの太田和夫先生の指導下で技術を磨いたテクニシャンの吉田智

君と奥さんの看護師の吉田ラク君が中心で，女子医大腎センターに群馬県から通院していた 4 名の患者さん

が一セットで動き出しました．

透析開始する 1 週間位前，前橋日赤の内科医を再び訪れて，透析開始日の話をしたところ，3 月時点で紹

介しようと思っていた患者さんは皆死亡していました．大学生や 10 代の女子であったと記憶しています．

がっかりしていたところ次の言葉があり，“その後に 4 名の腎不全患者が発生し，透析を待っていますから

すぐ紹介します” とのことでした．

開業透析開始してその年の 11 月 30 日までの 4 カ月半に新規導入例数は 36 名を数えました．新規導入例

は，尿毒症による昏睡状態，溢水による呼吸困難症例が大多数でした．典型的な症例をあげれば，肺水腫で

口や鼻からピンク色の泡を吹き出して救急車で緊急来院した人などはすぐに気管内挿管して，加圧，吸引で

レスピレータに接続し，急速除水で救命した例や，顔が真丸く風船のように異様に張っていて，針を刺せば

水が吹き出しそうな人に 14～15 kg 除水したところ，妙齢の美人の顔が出現したのにはビックリしたりして，

急性期の治療はダイナミックな躍動感がありました．

急性期の対応が済んでからの指導は，食事指導が肝要となります．それまでの県内施設の食事指導は，無

尿なのだからと水と食事摂取制限も厳しく，その結果として，極端な栄養失調であり，風邪を引くと，すぐ

肺炎にまでになってしまい簡単に亡くなっていました．腎不全は不治の病であったのです．

私どもは，女子医大の太田和夫先生に教えて頂いた女子医大方式で指導しました．すなわち，飲水は制限

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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するが，食事はもっとどんどん食べさせること，食事の老廃物は透析時間を長くしたり，性能の良いダイア

ライザーで洗えばよいということです．この指導により，体力がつき気力も亢進し，退院して社会復帰でき

るまでになった人が続出し，評価が一挙に上がりました．そして県内だけでなく埼玉県北部からも紹介が急

増して忙しくなってきました．

太田和夫先生には，2 カ月に 1 回シャント手術に来院して頂き，患者さんに安心感を与えて，当院のレベ

ルアップに寄与して頂きました．シャント手術後は患者さんへのムンテラを素早く済ませて，太田先生と同

伴で伊香保温泉にルンルンと直行する．楽しい酒席の接待が用意してある由でありました．泊る旅館も毎回

違うところがいいとの御要望で，伊香保温泉の源泉傍の旅館から始まり，幾多のホテルを経て最下方の旅館

まで泊ったところで自然に伊香保温泉憩いの旅は終了していきました．

当院はさらに，体外浄化（direct hemo perfusion;  DHP）法を駆使して，農薬中毒や，眠剤中毒の治療に

も係わるようになり，体外循環の技術は治療の範囲を広げていきました．群馬県は全国一の農薬中毒県であ

り，最盛期は 150 例/年にも達し，24 時間体制で胃洗浄，体外循環を行いました．時には農薬のパラコート

を飲ませて保険金を獲ようとした殺人事件にも巻き込まれ，刑事による事件聴取のうえ参考人調書をとられ

てしぼられたこともありました．

職員も急速に増え，教育やチーム訓練が必要となり，透析器械会社の方にお願いして，ホンダの子会社の

職員団体訓練に加えて貰い精力的に取り組みました．泊り込み 2 泊 3 日の訓練を年 3～4 回行いました．若

いスタッフ諸君にはストレス発散の機会にもなったようでした．

以上，開業前後の数年間のクリニック時代の思い出を書き述べてみました．開業当時は，急性期症状の対

応に追われていましたが，透析患者さんの経過が長期化するとともに，Ca，P 代謝，心血管，脳血管対策，

糖尿病などで，現在の透析患者さんの治療は高度な知識と技術を要求されるレベルに達していて，すでに若

い医師に任せる時代になりました．

では皆さん，透析医療の今後の発展をよろしくお頼み申し上げて，筆を置きます．
日高病院（群馬県）　
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本年は申年なので正月の TV には高崎だの淡路島の
猿園で大勢の猿が元気に飛び廻っている映像が出てい
た．また別のチャンネルでは長野の山の中の温泉に何
匹かの猿が首までつかり気持良さそうに入ってる風景
が出ていた（図 1）．廻りは雪景色で「寒中暖あり」
と言ったところだった．

筆者の自宅（都内東中野）の近くに俗称さる寺と言
う松源寺がある（図 2）．この寺を知ったのは近所で
親しくなった店主（共に野球の G ファンでよく話し
をした）．彼が「私の友人に熱烈な G ファンが居て一
緒に東京ドームに見に行くんです．そ奴が腎臓が悪く
て 2, 3 年前に “さる寺” のお告げとかで 2 駅先の人工

透析病院に行って透析を始めたんです．前は顔色も悪
く痩せていたのが最近は人が違ったように元気になり
週何回か通っていますが商売も時々出来るようになっ
たんです．“人工透析”，“さる寺” 様々ですね．先生は
人工透析に関係していらっしゃったんですね」と言っ
た．それで我が家からゆっくり歩いて 20 分許りの松
源寺に行ったのである．“さる寺” は災害や病災が去る
と言うので近所の参拝者が多いそうだ．

今年も 3 月になってから申年なので参りに行ってみ
た．正月気分も遠く去ったので人影も無く静閑な境内
であり，門前に造られた坐っている猿さんの石像も何
となく淋しそうでおった．

メディカル・エッセイ

申年の寺参り

杉野信博

東京女子医科大学名誉教授

図 1　長野の山中温泉に入ったボス猿
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暖冬とは言え当日は寒い北風がびゅうびゅう吹いて
いたので真冬の風雨に曝されて気の毒だと思った．

思い出したのはあの山の中の寒い温泉に入っていた
猿の楽しそうな入浴姿だった．その中の真ん中に居た
ボス猿と思しき一匹の「良い湯だな」などと唄いそう
な顔を描いてみた．松源寺の猿も入れてやり度いなと
思い乍ら家路に足を向けたのでござる． 了

東京女子医科大学名誉教授であり，当会顧問である
杉野先生は，本年 4 月 11 日に永眠されました．享年
89 歳．生前の先生のご指導に深く感謝し，心よりお悔
やみ申し上げます．合掌．

 （広報委員長　久保和雄）

図 2　東中野　松源寺（さる寺）（自写）
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〈北大医卒業とインターン〉
1962 年 3 月北大医学部を卒業したが，インターン

を何処で受けるかが私には大問題であった．色々と頭
を悩ましたが，前の年，横須賀のアメリカ海軍病院で
2 週間エクスターンとして実習を受けたのが楽しく良
い経験であったので，ここを第一志望にした．横須賀
には結婚した姉の一人が居ることも心強かったのであ
る．井の中の蛙は大海を知らず，世の荒波に揉まれよ
うなどといささか大げさに感じていたのである．どう
してなのかはわからないが何故か，私は都下立川市の
アメリカ空軍病院で 1 年のインターンを受けることに
なった．東京には旭川から移住した叔母一家がいたの
で，大きな心配はなかった．進駐軍基地の中にある病
院で常用語が英語だと言っても「日本」という国の中
にあるのだからという考えはかなり楽観的すぎて，実
際のところ，基地のゲートをくぐると，そこは異国の
アメリカであった．それほどに環境の違いを大きく感
じた最初の数週間であった．

〈診療科のローテーション〉
最初は 2 カ月産婦人科で，毎日出産に立ち会った．

命の誕生に驚き感激した毎日であった．出産の度に詳
細なレポートを書かされるのが苦痛で，時々 “the child-

birth proceeded uneventfully as usual” とごまかすと，
大目玉を食った．

今でも感心することの一つは，アメリカ人医師が片
言英語をしゃべる日本人インターンにすこぶる懇切丁
寧に指導してくれることであった．産婦人科の最後の

1 週間に，独り立ちで七人の赤ちゃんを取り上げた
（むろん，すぐ側に産科医クラチーナ先生と助産師が
居てくれてのことである）．その中にペック夫人の長
男坊がいて，取り上げた産科医として誕生記録帳に
Seiji Ohira とサインをする栄誉に浴した．この男児の
ファーストネームはグレゴリー，つまり，Gregory 

Peck でアッ！と驚きであった．この一家にはトロン
トに留学した 7 年後にシカゴ郊外の自宅に招待されて
再会したが，グレゴリー君は “You are my doctor” と
子供ながら敬意を表してくれて嬉しかった．さて，本
題に入らなければならない．

〈内科でのインターン〉
産婦人科を終えて，内科のアダトー先生につくこと

になった．アダトー先生は 50 代半ばの落ち着いた穏
やかな内科医で，毎朝，診察・回診・検査の前に 30

分個人的な CPC（臨床病理検討会）をしてくれた．
後々，これが大いに役に立った．

内科へ配属になって 2 カ月が経過した頃，新患の病
歴と身体所見をとることになってこの患者のベッドサ
イドへ出向いた．38 歳の現役のジェット機パイロッ
トである．主訴は息切れ・動悸・倦怠感・発熱・食欲
不振などで急激に出現している．身体所見では全身の
皮膚に赤い点状の出血斑・鼻血・歯茎出血と腫脹が観
察された．呼吸器感染症にしては重篤な印象であり，
患者の無気力さ・低活動性が際立っていると感じた．

「全身性の赤い点状出血斑」が印象的で，アダトー先
生には第一印象は悪性の血液疾患ではないかと告げた．

メディカル・エッセイ

病名告知・小考

大平整爾

札幌北クリニック
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彼は私の提出したチャートに目を通した後に，いくつ
かの緊急血液検査を看護師にオーダーした．2 日後の
朝，アダトー先生の診察室へ行くと検査結果が揃って
いた．アダトー先生の診断は「急性骨髄性白血病」で
あった．いつもより深刻な表情の指導医について，こ
の患者の個室へ出向いた．

診断名や病状の説明をするのであろうと想像できた
が，どうするのだろうか　――　どのようにオブラートに
包むのだろうかといささか暗い思いにかられた．アダ
トー先生はベッドサイドの椅子に腰掛けて，「今朝は
大切なお話しがあります」と静かに告げてから，諸検
査の結果を説明された．パイロットの患者から時々質
問があり，これらにも丁寧に答えていた．説明の過程
で疾患が良性か悪性かの際どいやり取りがあったが，
30 分が経ってからのことであったか，アダトー先生
は静かに告げた．“Our diagnosis is acute myeloid leu-

kemia. It is a cancer of blood. You will be soon sent 

back to the States and you will have a complete therapy. 

I want you to take a good rest. You have done your jobs 

quite well for a long time.” 空軍の一病兵は軍医に “I 

will. Thank you, sir.” と告げて仰臥位ながら敬礼した．
特殊な状況下での癌告知ではあったが，私にはきわ

めて印象的で心痛むシーンであった．このパイロット
が帰国したのは 3 日後のことであり，その間，私は日
に 2, 3 度は病室を訪れたが，一度だけ患者が奥さんと
一緒に泣いているのを見てしまった．この患者一家が
帰国した後にアダトー先生に「悪性腫瘍の診断を患者
に告げることは，アメリカではごく一般的なことなの
ですか」と質問した．先生は静かに首を横に振りなが
ら，“No!” と苦しげに答えてくれた．「あの患者はジェ
ット機の飛行士であり，高度な技術を要する危険な仕
事をしている．彼の上官に彼が現在の仕事を継続でき
るか否かを報告する義務が，医務官たる私にはあるの
だ．」今からおよそ 54 年も前のことであり AML の治
療成績がどれほどであったか記憶にないが，2016 年
現在の治療成績を教科書で調べると，急性白血病の 5

年生存率は 50～60％ とある．本国へ帰国したあのパ
イロットからはその年の 12 月に私のもとへクリスマ
ス・カードが届いたから，その年の末頃までは生存し
ていたのが確認された．その後の消息はわからない．
癌告知を受けて治療のため恐らく退役軍人となったで
あろうあのパイロットが，告知・治療・退役などの苦

難を家族と共にどう乗り越えたのかをいまだに胸苦し
く想起するのである．

〈癌の告知〉
インターンを終えて北大へ戻り，外科を専攻した私

は，10 年経った 1972 年頃，派遣先の病院で消化器系
癌の手術に明け暮れしていた．胃癌は「胃潰瘍」とい
う説明が当時一般的であったが，再発症状が次第に明
らかになると，患者を騙し通す日々となり，患者のベ
ッドサイドへ医師は近寄りがたくなる．当然ながら，
医師と患者との関係は険悪化してしまうのが残念なが
ら常であった．胃潰瘍だ・胃潰瘍だと念仏のように唱
えたところで，病状は正直に癌のそれを示してしまう．
患者に真実を告げることが必要ではないかと痛感しつ
つ，これを実行する勇気を当時の大方の日本人外科医
は持ちえなかった．

〈JAMA の報告〉
そんな状況下の 1980 年代前半に JAMA 掲載の DH 

Novack の論文に接した．1979 年の発刊で，「癌に対し
て患者に告知をするか否か」を 214 名の医師に質問し
た報告である．実に 97％ の医師が癌告知を行ってい
ると知っておおいに驚いたことを記憶している．No-

vack は 1961 年，同じく JAMA 掲載の D. Oken の論文
を引用して，この時点では癌告知率が僅かに 10％ で
あったと報じ，①1973 年にアメリカ病院協会から「患
者の権利憲章」がでたこと，②自己決定（権）が漸次
社会的な風潮になってきたこと，③告知しないことに
よる告訴を懸念する医師の保身などが「癌告知率」を
押し上げたと論じていると考察していた．個人的・自
由主義的な色彩が遙かに強いアメリカでも 1979 年頃
以降に癌告知が一般化したと知った．自己決定（権）
というその後の医療界を席巻するいわば諸刃の剣の登
場である．これについては，改めて考えてみたい．

〈癌告知の日本の状況〉
多くの報告が出ているが，緩和医療学会 2010 年に

名古屋記念病院の壁谷めぐみ氏が発表したものを見て
みよう．「告知率」は 1998 年 70.4％ であったものが，
2009 年 90％ を超えていた．わが国においても，癌告
知率は経年的に増加していったとは言えるのであろう．
言うまでもなく，真実を伝えた後にこの患者と家族と
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をどのように支え続けるかが問われるのだと言い続け
られてきている．真実を告げることは，それだけでは
終わらない繊細な心配りを要する作業であろう．

〈慢性腎不全（CRF）の告知〉
翻って末期慢性腎不全患者に対する病状や将来の治

療法の説明は，どのようになされているのであろうか．
CRF は癌ではないが，もし透析療法を選択せざるをえ
ない場合には，そう気楽にこれを患者や家族に告げら
れるわけではない．慢性疾患である CRF において患
者と医師との関係は，①相互に責任を持ち合う，②協
力して治療を進めるという仕儀になる．ことに維持血
液透析療法が IC の末に開始されれば，③患者の主体
性を重視することになるが，これは当該患者の生活習
慣の変更を強要して患者負担の増加を否応なしに強い
る．さらに，④患者の日常生活の基盤に関連する行動
変化が余儀なくされる．非常に難しい課題や生き方そ
のものに関わることもあって，その負担を患者が負い，
医療者も悩む（堀川直史：臨牀透析 2008； 24：1363- 
1368）．

私は過去半世紀にわたって透析開始の必要性の説明
を患者・家族に行ってきているが，堀川氏の指摘が次
第に重くのしかかってきているのを感じる．しかし，
一方で透析療法周辺のさまざまな進歩が，例えば，
ESA 製剤・活性型 VD・シナカルセトなどの薬剤，透
析膜，人工血管の進歩・透析法の優れた変法などが，
これら CRF 患者の行く末を幾分かは明るくしてきて
いるとは感じるのである．そうとはいえ，CRF を診断
し，患者に説明し，時期を逸しないで透析を開始する
手助けをするこの仕事は，実に「命がけの仕事だ」と
捉えなければなるまいと自覚している．親しくしてい
る認知症の専門家は，受診した患者と家族に「認知
症」との最終診断を告げる場合には，この患者・家族
の一生に付き合うのだという覚悟がいると述懐してい
る．

CRF の場合にも，同様な感慨を私に伝えてくれた
透析医が少なくないことを私は知っている．科学的・
理性的に進むとされる臨床医学は，実は，医療者と患
者・家族両者の感情面の動きに大きく影響を受けてい
ると実感するのである．
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はじめに

山形でも災害時の連絡訓練などを行ってはいたが，
どこか切迫感あるいは切実さというものが抜けてしま
っていたのは，人の習いとでも言うのか，東日本大震
災から 5 年という歳月が流れてしまったのかと感じざ
るをえない．災害は忘れた頃にやってくるといわれる
そんななか，平成 28 年 4 月 14 日に熊本県と大分県を
中心とした大地震が発生した．4 月 14 日の震度 7 の
地震を誰もが本震と思い，多くの人が自宅に戻ったと
ころを，4 月 16 日未明の震度 7 の本震が襲うという
災害史上初めての悲劇が，被害を大きくした．施設被
害による病院機能を停止せざるをえなかった施設，維
持透析の継続が困難になった施設の概要とその後の支
援の動きは，ニュースや日本透析医会災害時情報ネッ
トワークから逐次発信され，東日本大震災の時よりも
明らかにスピードアップした対応が強く印象に残った．

この度の震災で被害に遭われた皆様には，心よりお
見舞い申し上げます．また，透析被害状況の確認や支
援透析の展開について，昼夜を問わずご尽力された地
域の皆様，日本透析医会の皆様，日本血液浄化技術学
会の皆様のご尽力に心より敬意を表します．

往々にして易きに流れてしまう自らを戒めて，やは
り平時における訓練や情報交換が大切であると再度思
い直しました．本稿では，山形県における腎臓病医療
全般における取り組みと今後の課題，災害対策の歩み
を紹介する．

1　山形県における透析医会の位置づけと今後の課題

山形県には 1973 年開学で県内唯一の医学部である
山形大学医学部があり，腎臓病医療は主に筆者の出身
医局でもある第一内科と泌尿器科が担ってきた．県内
には 36 の維持透析施設があるが，内科主体で診てい
る施設が 5 割，泌尿器科が主体の施設が 3 割，両者が
協力して診ている施設が 2 割である．いずれにしても
地方の医師不足を反映して，それぞれの透析施設では
十分な人材を確保できない状況が進行している．腎臓
内科，泌尿器科など診療科にこだわらないで，例えば
勤務医の先生にリタイア後一定期間の透析療法修練の
あとお手伝いいただく，施設間で協力し合うなど様々
な形態を利用して，地域全体で透析医療を支えていく
システム作りが必要ではないかと感じている．高次医
療の役割分担や，夜間緊急の役割分担などと同じよう
な扱いをしてもらえるよう，透析施設の地域でのあり
方を考えなければならない．

山形県には昭和 50 年代から発足した「山形腎不全
研究会」という任意団体があり，これは「研究会」と
いう名称が示すとおり学術発表を行う場であった．発
足当初は年数回，その後現在に至るまで年 1 回の学術
発表会を開催し，平成 28 年で第 47 回を数える歴史の
あるものである．しかしながら，透析医会の活動内容
を見るように，透析医療に必要とされる地域での活動
には，学術情報だけでなく保険診療に関することや，
現在医会活動のメインとなっている災害対策，また卒
後研修や若手研究者の支援など多角的な視点が必要で

た　よ　り
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山形腎不全研究会
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ある．
このような視点にたち，2004 年の新潟県中越地震

を契機に災害対策の必要性が強く認識された．2005

年に山形県透析医会を組織し，同時に山形県透析施設
災害対策ネットワークを設立した．「山形腎不全研究
会」が「山形県透析医会」にならなかった理由は，山
形県内において，透析医会の活動が当時はまだ広く知
られていなかった事と，歴史のある「山形腎不全研究
会」という名称のまま活動する事への強い希望があっ
たためである．結果的に透析関連の団体が二つ存在す
ることになった．

山形透析医会設立当初は災害情報訓練や講演会を単
独で開催していたが，やはり山形という地方都市で腎
臓病に関係する医療者数も限られているところに透析
関連の団体が二つあるという事には無理があり，山形
県透析医会としての実質活動は次第に尻すぼみになっ
ていった．その後 2011 年の東日本大震災やその後の
地震や水害で（山形自体も 2013 年に集中豪雨で透析
医療にダメージを受けたのだが），日本透析医会の特
に災害対策における中枢的な役割に対する理解が深ま
り，2015 年に日本透析医会との連携業務を山形腎不
全研究会に内在させ，災害対策など全県的な取り組み
を行うということで一本化され，その後は県内の災害
対策訓練などが持続的に行われている．

2　山形県透析施設災害対策ネットワーク

山形県透析施設災害ネットワークは上述のごとく，
2005 年 9 月に山形県透析医会の設立の直接のきっか
けとして組織された．概略は山形県を庄内，最上・村
山，置賜の 3 ブロックにわけて，それぞれ日本海総合
病院，矢吹病院，公立置賜総合病院を透析中核病院に
据えて，非被災地域の中核が司令塔になるというシス
テムであった．それぞれの地域が被災した場合を想定
した情報伝達訓練を，2006 年の 1 月から 4 月までの
間に 4 回行った．これは主に電話と FAX を使った情
報交換であり，被災施設では被害状況と委託透析の必
要性の発信と，非被災施設では委託透析の受け入れ状
況を発信するというものであった．この情報に基づい
て，非被災地域の透析中核病院が患者の移動などを指
示するという目論みであった．しかし，この当時市町
村など地方自治体は関与しておらず，日本透析医会の
災害情報ネットワークも活用しておらず，訓練の切実

感のなさもあってか次第に参加施設が減少し，災害訓
練は尻すぼみになった．

2011 年 3 月の東日本大震災において，山形県は 3

日間の停電はあったものの建造物やインフラの大規模
な損傷はなかったため，近隣から延べ 153 人の避難透
析を受け入れた．このとき山形県災害対策ネットワー
クは活動休止状態であり，また 2006 年当初予想して
いたよりも遙かに大きな災害であった．しかし，自治
体との連携や透析医会災害対策ネットワークとの連携
により，急場しのぎではあったがなんとかその場をや
り過ごすことができた．この経験から，やはり平時の
準備，顔の見えるネットワークの構築が必要であると
いう共通認識が高まったが，実際に情報伝達訓練が再
開されたのは，各施設に衛星電話など非常時の通信手
段が配備された 2015 年に入ってからであった．

2015 年に入ってからの山形県透析災害対策ネット
ワークの再整備は，矢吹病院の伊東稔を中心に行われ
ている．まず 2015 年 5 月に各施設の災害対策担当者
を確認し名簿を作成，毎年の人事異動を考慮して毎年
更新することを確認した．

2015 年 9 月 1 日：透析医会ホームページを使用し
て災害情報伝達訓練を行った．

2015 年 12 月 11 日：山形県透析災害対策講演会を
行い，県庁健康福祉部地域医療対策課担当職員と山形
県臨床工学技士会の災害対策担当者から，県内の透析
災害対策の現況について講演があり，その後今後の整
備指針について話し合いがもたれた．その中で，ワー
キンググループを設置して，山形県の透析災害対策マ
ニュアルを作成することとした．

2016 年 3 月 11 日：初めて衛星電話による情報伝達
訓練を行い，県庁を含む 29 施設が参加した．衛星電
話による訓練後にはアンケート調査が行われたが，衛
星電話へのアクセスがキャリアによって異なり，つな
がらなかった，途中で通話が途切れるなど，基本的な
確認事項や使用環境の課題も露呈し，今後訓練を繰り
返していくことが重要だと思われた．

おわりに

透析医会の活動の重要性，特に災害時における透析
医療の支援体制は，度重なる大地震で十分に認知され
てきている．山形県では今後も引き続き日本透析医会
災害時情報ネットワークと連携した災害情報伝達訓練
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を繰り返して，顔の見える地域の災害ネットワークを
構築していきたいと思う．また，今後は災害対策だけ
ではなく，保険診療や透析治療の質の評価，卒後研修
や若手や学生の教育支援，移植キャンペーンや世界腎

臓デーなどへの積極的な関与など，様々な機能を内在
させて県内の腎臓病医療を総合的に発展させていく必
要があると考えている．
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現在，徳島県透析医会で取り組んでいる二つの事業
について紹介させていただきます．1 点目は東南海南
海地震に対する対策です．

1　東南海南海地震対策

2009 年より，徳島県，患者会，透析医会の三者に
よる透析患者の災害対策についての協議会（災害時情
報ネットワーク）を立ち上げました．まず，徳島県の
透析患者災害対策の起点となる 3 基幹病院を，地域性
を考慮し北中央部（川島病院），南部（徳島赤十字病
院），西部（吉野川医療センター）に設置，災害によ
る基幹病院の機能停止，受入許容量を考慮し，併せて
各地域に 4 サブ基幹病院も決定しました．設置基準と
して，コンソールの台数の多いこと，衛星電話の設置
があることを基準としました．また，北中央部基幹病
院に透析災害対策本部を置き，最も懸念される津波発
生時の対策本部の活動内容（受け入れ患者数，器材備
蓄量等）を策定しました．

その後，2011 年に東北大震災の発生により，県内
での津波対策の必要性に関する機運が急速に高まった
ことを受けて，2012 年，患者会からの要望もあり，

「徳島県災害時標準化マニュアル」（以下マニュアル）
の作成事業を開始しました．このマニュアルは，徳島
県の透析患者が災害時にどのように行動すればよいか，
そして災害時に統一した行動がとれることを目的に作
成され，2013 年に徳島県の全透析患者に配布するこ
とができました．

2015 年には，徳島県が独自に開発した「徳島県広

域災害医療情報システム」を構築しております．この
システムは，徳島県の災害対策本部とはもちろんのこ
と，国の災害時情報システム「EMIS」とも連携して
おり，県内すべての病院の被災状況がわかるシステム
となっております．このシステムは，各透析施設の透
析状況や被災状況，また道路交通情報なども見える地
図機能も備わっており，現在，定期的なシステム上で
の訓練が実施されております．

徳島県ではこのように災害時おけるハード面での対
策はこの数年で急ピッチに行われてきておりますが，
徳島県広域災害医療情報システムの入力訓練や通信訓
練などソフト面に関してはまだ不十分と考えており，
また発災時には隣県の香川県などの協力を仰がなけれ
ばならない可能性もあり，いまだ広域での協力体制は
整っておらず今後の課題と考えております．

2　腹膜透析ネットワーク

次に，2 点目は徳島県内における腹膜透析（以下
PD）のネットワーク作りで，2007 年に活動が開始さ
れました．これはどのようなものかといえば，血液透
析（以下 HD）施設では，①透析ベッドが十分でない，
②地域医療構想により入院ベッドを増やせない，併せ
て 2014 年からの透析患者の平均在院日数よりの算定
除外，③高齢化により通院困難な患者が増えている，
④血管の荒廃によりバスキュラーアクセス作製が困難
な症例の増加等の理由から，PD の普及を推進しよう
というものです．

具体的には，地域の HD を実施していないクリニッ

た　よ　り

徳島県透析医会支部だより

橋本寬文

徳島県透析医会会長
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ク，病院（以下一般施設）で発生する CKD 患者を，
透析導入のさいに基幹病院（県内 5 病院）で PD を導
入し，逆紹介して元の施設で患者を管理してもらうと
いうものです．そのためには，基幹病院での PD 導入
前および導入時に一般施設の看護師等への PD 管理の
教育を基幹施設で行う必要があり，随時行うこととし
ています．また，年 1 回の PD セミナーを県レベルで
開催し，一般施設の医師，看護師や老人ホーム，老健
施設，ケアハウス，グループホーム等の看護師に対し
て，PD に関する知識や PD 患者の管理方法について

勉強会を行っています．内容的には PD 合併症への対
応や診療報酬に関するものまで幅広くレクチュアーし
ております．

現在までこの PD ネットワークを利用した PD 患者
は約 60 例に達しており，今後は，高齢化率の高い徳
島県内の山間部等の医療過疎地域でのさらなる PD 普
及を目指して活動してゆく予定としております．

以上簡単ですが，徳島県透析医会の現状報告とさせ
ていただきます．
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本稿では，前号で報告後，平成 28 年 3 月 18 日，4 月 22 日，5 月 14 日，6 月 24 日に開催された

計 4 回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動につい

てご報告します．

1. 通常総会の開催について

5 月 15 日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．今年も研修セミナーと同時開催とさせていただきましたが，多数のご出席をいただき

ありがとうございました．

2. 熊本地震の対応および災害情報ネットワーク会議について

今年 4 月 14 日に M 6.5 の熊本地震が発生し，日本透析医会としては災害時情報ネットワークに

よる情報収集を開始しました．翌 15 日の時点で透析不能施設が数施設あることを確認しておりま

したが，16 日未明に M 7.3 の本震が発生，複数の透析施設に大きな被害があることが想定されたこ

とから，筆者は福岡県透析医会の百武会長に福岡県内での支援透析の準備の依頼をするとともに，
厚生労働省がん疾病対策課に中央行政としての支援を要請，具体的には遠隔搬送になる場合の自治

体の支援を要請しました．また JHAT（日本災害時透析医療協働支援チーム）に現地の情報収集を

依頼しました．
16 日時点で，断水等により熊本県下で約 20 施設が透析不可となっていましたが，厚生労働省健

康局がん・疾病対策課と熊本県透析施設協議会，熊本県健康福祉部健康局医療政策課で連絡をとり，
県と自衛隊が透析施設に優先的に給水を行ってもらうことで，支援透析はほぼ熊本県下で完結しま

した．福岡県透析医会によって，福岡県下で数百人規模の受け入れ体制が整備されていましたが，
組織的な透析患者の移動は，数十人にとどまりました（久留米大学へ入院患者 10 名，阿蘇地区か

ら大分へ数名）．
JHAT が被災施設スタッフ支援のために物的，人的支援を開始，被災施設および JHAT の活動費

用等の支援目的で 4 月 18 日に日本透析医会より支援金募集を開始したところ，62,860,343 円とい

う大変な金額のご支援をいただきました．書面ではありますが心より感謝申し上げます．
その後，現地の状況より判断し，5 月 13 日に災害時情報ネットワークの情報収集を終了，5 月

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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20 日には，篠田専務理事と山川常務理事で，熊本県を訪問させていただきました．
支援金の使途については，常任理事会で厳正に検討の結果，熊本県透析施設協議会，JHAT の活

動費用，熊本臨床工学技士会等に配布することになりました．詳細については当会の HP にご報告

させていただきます．なお熊本地震の対応については，現地の報告も含め，日本透析医会雑誌第

31 巻 3 号にて詳細に報告させていただく予定になっております．
また日本透析医学会学術集会開催期間中の 6 月 12 日に，大阪におきまして第 17 回災害時情報ネ

ットワーク会議を開催しました．今年は，昨年 9 月の鬼怒川決壊による災害に対する対応について，
茨城県臨床工学技士会の中山裕一会長から特別講演としてご報告いただき，また今年 4 月に発生し

た熊本地震に対する対応について，熊本県透析施設協議会の久木山厚子先生を始めとしてご報告を

いただきました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し上げます．会議の内容

については，12 月発刊予定の日本透析医会雑誌 31 巻 3 号でご報告させていただきます．

3. 第 21 回透析保険審査委員懇談会について

日本透析医学会学術集会の期間中の 6 月 10 日に，大阪におきまして全国の透析関連の保険審査

委員，支部長の先生などにご出席いただき第 21 回透析保険審査委員懇談会が開催され，長時間に

わたり活発な議論が行われました．例年お忙しいところご出席いただいた先生方には御礼申し上げ

ます．詳細につきましては 12 月発刊予定の日本透析医会雑誌 31 巻 3 号でご報告の予定です．

4. 日本透析医会研修セミナーについて

平成 28 年 5 月 15 日に日本透析医会総会と同時開催で，品川コクヨホールにて日本透析医会研修

セミナー・透析医療における Current Topics 2016「透析患者の感染症への挑戦」を開催しました．
これまでにないほど多数のご参加をいただき一部の参加者にはご迷惑をおかけしました．昨秋の新

潟での開催に引き続き，秋の研修セミナーは，巻頭のご案内の通り，「日常臨床のピットフォール」

をテーマに，広島市のリーガロイヤルホテル広島で 11 月 6 日（日）開催の予定です．お誘い合わ

せのうえたくさんのご参加お待ちしております．

5. 平成 28 年度日本透析医会公募研究助成について

今年度も腎不全医療，特に透析医療を推進するための学術研究に対し，公益事業の一つとして日

本透析医会より公募研究助成を行います．詳細については日本透析医会ホームページをご参照くだ

さい．
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第 87 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 28 年 9 月 4 日（日）
 当番会長：横山建二（独立行政法人地域医療機能推進
  　機構大阪病院）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：第 87 回大阪透析研究会運営事務局
  日本コンベンションサービス株式会社
  関西支社内
  TEL　06-6221-5933　　FAX　06-6221-5938
  URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/

第 34 回　国際血液浄化学会（ISBP2016）
 開催日：平成 28 年 9 月 8 日（木）～10 日（土）
 会　長：川西秀樹（土谷総合病院）
 会　場：広島国際会議場（広島県広島市）
 連絡先：ISBP2016 事務局
  特定医療法人あかね会土谷総合病院
  〒730-8655　
  広島市中区中島町 3 番 30 号
  TEL　082-243-9191　　FAX　082-241-1865
  E-mail　isbp2016@convention.co.jp
  URL　http://www2.convention.co.jp/isbp2016/

第 8 回　二次性副甲状腺機能亢進症に対する
PTx 研究会学術集会
 開催日：平成 28 年 9 月 16 日（金）～17 日（土）
 大会長：小野寺一彦
  （社会医療法人北楡会　札幌北楡病院）
 会　場：KKR ホテル札幌（北海道札幌市）
 連絡先：社会医療法人北楡会札幌北楡病院学会準備室
  〒003-0006　
  札幌市白石区東札幌 6 条 6 丁目 5 番 1 号
  TEL　011-865-0111　　FAX　011-865-1323
  E-mail　8ptx@hokuyu-aoth.org
  URL　http://2hpt-japs.jp/

第 22 回　日本腹膜透析医学会学術集会・総会
 開催日：平成 28 年 9 月 24 日（土）～25 日（日）
 大会長：伊丹儀友（日鋼記念病院腎センター）
 会　場：札幌プリンスホテル国際館パミール
  （北海道札幌市）
 連絡先：運営事務局
  マイス株式会社
  〒060-0041　
  札幌市中央区大通東 7 丁目 18 番地 2
  EAST7 ビル 7 階
  TEL　011-280-8008　　FAX　011-280-4000
  E-mail　contact@jspd2016.hkdo.jp
  URL　http://jspd2016.hkdo.jp/

第 93 回　東海透析研究会
 開催日：平成 28 年 9 月 25 日（日）
 会　長：前田憲志
 会　場：ナディアパーク　デザインホール
  （愛知県名古屋市）
 連絡先：公益財団法人愛知県腎臓財団
  〒460-0001　
  愛知県名古屋市中区三の丸 3-2-1
  TEL　052-962-6129　　FAX　052-962-1089

第 52 回　日本移植学会総会
 開催日：平成 28 年 9 月 29 日（木）～10 月 1 日（土）
 会　長：相川　厚（東邦大学医学部 腎臓学講座）
 会　場：グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）
 連絡先：事務局
  東邦大学医療センター大森病院腎センター
  〒143-8541　
  東京都大田区大森西 6-11-1
  TEL　03-3762-4151（内線番号 6758・6750）/
  　　   03-5763-6648（ダイヤルイン）　　
  FAX　03-5471-3056
  E-mail　52jst@med.toho-u.ac.jp
  URL　http://www.sec-information.net/52jst/
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第 22 回　日本 HDF 研究会学術集会・総会
 開催日：平成 28 年 10 月 1 日（土）～2 日（日）
 大会長：深澤瑞也（山梨大学医学部泌尿器科包括的腎
  代替治療部門）
 会　場：甲府富士屋ホテル（山梨県甲府市）
 連絡先：第 22 回日本 HDF 研究会学術集会・
  総会事務局
  山梨大学医学部泌尿器科包括的腎代替
  治療部門
  〒409-3898　
  山梨県中央市下河東 1110
  TEL　055-273-9643（直通）　　
  FAX　055-213-5943
  E-mail　office@22hdf.jp
  URL　http://22hdf.jp/

第 46 回　日本腎臓学会東部学術大会
 開催日：平成 28 年 10 月 7 日（金）～8 日（土）
 大会長：服部元史（東京女子医科大学腎臓小児科）
 会　場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
 連絡先：事務局
  東京女子医科大学腎臓小児科
  〒162-8666　
  東京都新宿区河田町 8-1
  TEL　03-3353-8111（内線 38317）　　
  FAX　03-3359-4877（直通）
  E-mail　jsntobu46@pcoworks.jp
  URL　http://www.pcoworks.jp/jsntobu46/

第 81 回　日本泌尿器科学会東部総会
 開催日：平成 28 年 10 月 7 日（金）～10 日（月）
 大会長：大山　力
  （弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座）
 会　場：リンクステーションホール青森，
  ホテル青森（青森県青森市）
 連絡先：運営事務局
  日本コンベンションサービス株式会社
  東北支社内
  〒980-0824　
  仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階
  TEL　022-722-1311　　FAX　022-722-1178
  E-mail　ejua81@convention.co.jp
  URL　http://www2.convention.co.jp/ejua81/

腎と骨代謝研究会 2016

 開催日：平成 28 年 10 月 9 日（日）
 当番世話人：稲葉雅章（大阪市立大学）
  　　横山啓太郎（東京慈恵会医科大学）
 会　場：経団連会館 2 階　
  国際会議場（東京都千代田区）
 連絡先：腎と骨代謝症研究会学術集会 2016 運営事務局
  日本コンベンションサービス株式会社
  〒100-0013　
  東京都千代田区霞が関 1-4-2
  大同生命霞が関ビル 14 階
  E-mail　jinkotsu@convention.co.jp
  URL　http://www.jinkotsu.com/

第 46 回　日本腎臓学会西部学術大会
 開催日：平成 28 年 10 月 14 日（金）～15 日（土）
 大会長：藤元昭一（宮崎大学医学部医学科血液・血管
  先端医療学講座）
 会　場：シーガイアコンベンションセンター
  （宮崎県宮崎市）
 連絡先：事務局
  宮崎大学医学部付属病院血液浄化療法部
  〒889-1601　
  宮崎県宮崎市清武町木原 5200
  TEL　0985-85-0872　　FAX　0985-85-6596
  E-mail　seibu46@med.miyazaki-u.ac.jp
  URL　http://www.congre.co.jp/jsnseibu46/

第 38 回　日本小児腎不全学会学術集会
 開催日：平成 28 年 10 月 27 日（木）～28 日（金）
 会　長：渡井至彦（名古屋第二赤十字病院腎臓病総合
  医療センター移植外科）
 会　場：長良川国際会議場（岐阜県岐阜市）
 連絡先：学会事務局
  名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療セン 
  ター 移植外科・小児腎臓科
  〒466-8650　
  愛知県名古屋市昭和区妙見町 2-9
  TEL　052-832-1121
  URL　http://www2.convention.co.jp/38jsprf/
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第 27 回　日本急性血液浄化学会学術集会
 開催日：平成 28 年 10 月 28 日（金）～29 日（土）
 会　長：池田寿昭（東京医科大学八王子医療センター
  特定集中治療部）
 会　場：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）
 連絡先：事務局
  東京医科大学八王子医療センター
  特定集中治療部
  〒193-0998　
  東京都八王子市館町 1163 番
  TEL　042-665-5611　　FAX　042-665-1796
  URL　http://jsbpcc27.umin.jp/

第 25 回　腎とエリスロポエチン研究会
 開催日：平成 28 年 11 月 5 日（土）
 会　長：別所正美
 会　場：品川プリンスホテル（東京都港区）
 連絡先：腎とエリスロポエチン研究会事務局
  〒103-8324　
  東京都中央区日本橋室町 2-1-1
  中外製薬株式会社プライマリー製品政策部
  TEL　03-3273-0840　　FAX　03-3281-0233

第 12 回　長時間透析研究会
 開催日：平成 28 年 11 月 5 日（土）～6 日（日）
 大会長：松尾賢三（医療法人ひがしだクリニック）
 会　場：北九州国際会議場（福岡県北九州市）
 連絡先：事務局
  医療法人ひがしだクリニック
  〒805-0071　
  福岡県北九州市八幡東区東田一丁目 6-2
  TEL　093-671-2311
  URL　http://www2.convention.co.jp/longhd 
  　　　12/

第 20 回　日本アクセス研究会学術集会・総会
 開催日：平成 28 年 11 月 12 日（土）～13 日（日）
 大会長：宮田　昭（熊本赤十字病院腎センター）
 会　場：熊本県立劇場（熊本県熊本市）
 連絡先：第 20 回日本アクセス研究会学術集会・総会 
  総会事務局
  熊本赤十字病院診療支援課内
  〒861-8520　
  熊本県熊本市東区長嶺南 2 丁目 1 番 1 号
  TEL　096-384-2111（内 7066）　　
  FAX　096-384-8862
  E-mail　jsda2016@kumamoto-med.jrc.or.jp
  URL　http://jsda2016.umin.jp/

American Society of Nephrology Kidney Week 
2016

 開催日：平成 28 年 11 月 15 日（火）～20 日（日）
 開催地：Chicago（United States of America）
 連絡先：URL
  https://www.asn-online.org/education/kidney 
  week/

第 90 回　北海道透析療法学会学術集会
 開催日：平成 28 年 11 月 20 日（日）
 会　長：伊丹儀友
 会　場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）
 連絡先：北海道透析療法学会事務局
  〒060-0001　
  札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地 
  おおわだビル 2 階
  TEL　011-261-2033　　FAX　011-261-2033
  URL　http://dotoseki.net/
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第 54 回　日本人工臓器学会大会
 開催日：平成 28 年 11 月 23 日（水）～25 日（金）
 大会長：西村元延
  （鳥取大学医学部器官再生外科学分野）
 会　場：米子コンベンションセンター，
  米子市文化ホール（鳥取県米子市）
 連絡先：大会事務局
  鳥取大学医学部器官再生外科学分野
  〒683-8503　
  鳥取県米子市西町 86 番地
  TEL　0859-38-6577　　FAX　0859-38-6579
  URL　http://www.med-gakkai.org/jsao54/

第 68 回　西日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 28 年 11 月 24 日（木）～27 日（日）
 会　長：松山豪泰（山口大学大学院医学系研究科泌尿 
  器科学分野）
 会　場：海峡メッセ下関（山口県下関市）
 連絡先：総会事務局
  山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野
  〒755-8505　
  山口県宇部市南小串 1-1-1
  TEL　0836-22-2275　　FAX　0836-22-2276
  URL　http://www2.convention.co.jp/juaw 
  　　　2016/index.html

第 37 回　日本アフェレシス学会学術大会
 開催日：平成 28 年 11 月 25 日（金）～27 日（日）
 大会長：衣笠えり子（昭和大学横浜市北部病院内科）
 会　場：パシフィコ横浜会議センター
  （神奈川県横浜市）
 連絡先：運営事務局
  株式会社メディカル東友
  コンベンション事業部
  〒243-0012　
  神奈川県厚木市幸町 9-10 
  第 2 ファーメルビル 2 階
  TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  E-mail　jsfa37@mtoyou.jp
  URL　http://www.mtoyou.jp/jsfa37/

第 19 回　日本腎不全看護学会学術集会・総会
 開催日：平成 28 年 11 月 26 日（土）～27 日（日）
 会　長：中原宣子（公益財団法人浅香山病院）
 会　場：アジア太平洋トレードセンター
  （大阪府大阪市）
 連絡先：第 19 回日本腎不全看護学会学術集会・総会   
  運営事務局
  株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
  コンベンション 2 局
  〒530-0001　
  大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル 4 階
  TEL　06-6348-1391　　FAX　06-6456-4105
  E-mail　jann19@jtbcom.co.jp
  URL　http://jann19.umin.jp/

第 7 回　腎不全研究会
 開催日：平成 28 年 12 月 10 日（土）
 会　長：深川雅史（東海大学医学部腎内分泌代謝内科）
 会　場：全社協・灘尾ホール（東京都千代田区）
 連絡先：株式会社メディカル東友
  コンベンション事業部
  〒243-0012　
  神奈川県厚木市幸町 9-10
  TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  E-mail　kidney@mtoyou.jp
  URL　http://www.mtz.co.jp/renal/

第 49 回　九州人工透析研究会総会
 開催日：平成 28 年 12 月 11 日（日）
 会　長：西　一彦（熊本大学医学部附属病院泌尿器 
  科・血液浄化療法部）
 会　場：熊本県立劇場（熊本県熊本市）
 連絡先：事務局
  熊本大学医学部附属病院 
  泌尿器科・血液浄化療法部
  〒860-8556　
  熊本市中央区本荘 1-1-1
  URL　http://www.congre.co.jp/toseki49/
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前号掲載の武藤正樹先生の論文「2025 年へのカウントダウン―透析医療と診療報酬改定―」に
おいて，在宅（血液）透析を行えるサ高住があること，在宅透析対応型のサ高住は今後増加してい
くと考えられる，という記載がありました．

武藤先生の論文にあるように，2010 年の診療報酬改定で在宅血液透析の診療報酬の大幅増点が
実現したことをきっかけに，サ高住などの高齢者住宅の入居者を対象に，施設内で透析施設のスタ
ッフを派遣し血液透析を行い，在宅血液透析指導管理料を請求しているケースが現れたのは事実で
あります．しかし，日本透析医会雑誌 29 巻 3 号（2014 年）に掲載の拙著「透析医療をめぐる医療
政策」で報告したとおり，このような透析は，在宅血液透析管理マニュアルで定義された患者の自
己管理と治療における有責性を前提とした在宅血液透析とは似て非なるものであり，私たちは「非
自己管理型在宅血液透析」と名付け，その問題点を日本透析医学会と共に検討し，少なくとも従来
の在宅血液透析とは診療報酬上別の扱いをするべきであるとして，行政と折衝してまいりました．

その結果，平成 28 年の診療報酬改定において，在宅血液透析指導管理料の運用を厳格化すると
いう判断が行政よりなされました．具体的には，従来「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」とされていた在宅血液透析指導管理料の記載が「関係学会のガ
イドラインに基づいて患者及び介助者が医療機関において十分な教育を受け，文書において在宅血
液透析に係る説明及び同意を受けた上で，在宅血液透析が実施されていること．また，当該ガイド
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」と変更され，患者自身が在宅血液透析
について教育を受けることができる能力がある透析患者のみが，在宅血液透析指導管理料を算定す
ることができるようになりました．

透析患者の高齢化と通院困難な透析患者の増加が進んでいく状況で，何らかの形で，高齢者住宅
等における血液透析は，遠くない将来必要になってくるかもしれません．その場合も，既存の制度
をなし崩しに適用するのではなく，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，
治療上の安全性を十分考慮した上で，我々の方から透析医療のあり方を行政に提案するのが専門家
集団である我々の役割と考えております．

今後とも会員の皆様方のご意見，ご指導よろしくお願い申し上げます．

日本透析医会常務理事　山 川 智 之　

本誌 31（1）53-58，2016「2025 年へのカウントダウン―透析医療と診療報酬
改定―」について，サ高住における在宅血液透析に関する日本透析医会の見解
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12. 研究倫理

⑴　臨床研究の場合は，世界医師会によるヘルシンキ宣

言を基礎とし，「人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針」等，文部科学省・厚生労働省の倫理指針に準

拠していることを原則とする．また施設の倫理委員会

より承認を得ていることを論文中に明記する．

⑵　動物実験の場合は，施設のガイドラインに準拠し承

認を得ていることを論文中に明記する．

⑶　診療報酬制度で認められていない治療法を用いた臨

床研究についてはその旨及び患者の同意を書面により

得たことを論文中に明記する．

13. 利益相反

  著者は論文の研究について利益相反状況を開示しなく

てはならない．自己申告による COI 報告書（別紙 1）を

提出する．
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自己申告による COI報告書 
 

著 者 名：  

 

論文題名： 

 

（前年１年間（１月１日～12月 31日）の利益相反状態を記載） 

（本COI申告書は申告日より 3年間保管されます） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

申告者 （署名）                             ○印  

ご署名欄は直筆でお願い致します        

項  目 
該当の 

状況 
有であれば、著者名：企業名などの記載 

①役員、顧問等の報酬額  
 １つの企業・団体から年間 100万円以上 

有 ・ 無  

②株式の利益 
 １つの企業から年間 100万円以上、あるいは当該株式の 5%以上保有 

有 ・ 無 

 

③特許使用料 
 1つにつき年間 100万円以上 

有 ・ 無 

 

④講演料 
 1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上 

有 ・ 無 

 

⑤原稿料 
 1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上 

有 ・ 無 

 

⑥研究費・助成金などの総額 
1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座、分野あるい

は研究室など）に支払われた年間総額が 200万円以上 

有 ・ 無 

 

⑦奨学（奨励）寄付金など総額 
1 つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座、分野あ

るいは研究室など）に支払われた年間総額が 200万円以上 
有 ・ 無 

 

⑧企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨研究、著作等とは無関係な旅費、贈答品などの受領 
1つの企業・団体からの年間 5万円以上  

有 ・ 無 

 

別 紙 １ 

※ 必ず封筒に「自己申告による COI報告書在中」とご記入の上、「親展」でお送りください。 

※ 必ず封筒に著者名（差出人名）を明記してください。 
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締め切り日にならないと頭が回転し始めない悪い癖は年々ひどくなり，広報委員としてなかなか
duty が果たせず，世代交代をと思いながらつい今日まできてしまったことを申し訳なく思ってい
ます．私自身，むつかしい学術論文も，臨床研究報告や医療経済も，興味のあるなしにかかわらず，
校正という仕事を通して熟読（？）せざるをえず，結果ずいぶんたくさん勉強させていただき，有
難い役をいただいたと感謝しています．ありがとうございました．

久保委員長はじめ他の編集委員の先生方の高い企画力，編集能力と，出版社である三秀舎の皆様
のお力で，この号も診療報酬改定その他，多分，会員の皆様が知りたいと思われること，知ってお
かねばならないこと，日常の臨床に役立つこと等々，読み応えのある，格調高い，「透析医会雑誌」
に仕上がっていると自賛しています．「透析医のひとりごと」は書いていただきたい人がまだまだ
いらして，毎号懐かしく透析黎明期を思い出したり，次はだれが書いてくださるのかとわくわくで，
透析医会ならではの企画だと楽しんでいます．別冊になって登場してくるのを待ち望んでいます．

最近この「日本透析医会雑誌」はどうしたら手に入るかとの質問をよく受けます．会員の雑誌で
すから会員にならなければ手に入らないのは当たり前ですが，例えば，わたくしの地元の兵庫県の
ように，兵庫県透析医会（会員数 268）は，会則によると，「日本透析医会の下部組織ではないが，
日本透析医会と連携を密にし，行動する」としています．もちろん種々の情報は入りますし，会員
に十分伝わりますので，一見下部組織のように見えますが，個々の会員には雑誌は手に入らないと
いうのが現状です．会員であるようで会員でない（？）難しい関係です．すでに臨床透析医の必読
書になってきているこの「日本透析医会雑誌」，望む方々の手に届く手立てはないものかと考える
日々です．

広報委員　坂 井 瑠 実　

編 集 後 記
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