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天災は忘れぬ内にやってくる 453

31 巻 3 号の主なテーマはカレントトピックス 2016 の講演と 2016 年熊本地震である．
カレントトピックス 2016 では，山㟢親雄名誉会長の「日本透析医会の 14 年と診療報酬」のほか

は，感染症に関する論文が 4 編で，「透析患者を感染からまもる～ガイドライン」（関川病院，秋葉
　隆先生），「呼吸器感染症：肺炎とインフルエンザ」（倉敷中央病院，石田　直先生），「ウイルス
性肝炎」（帝京大学医学部内科学講座，田中　篤先生），「バスキュラーアクセス関連感染症」（札幌
北楡病院，久木田和丘先生），「PD 関連腹膜炎」（東京女子医科大学東医療センター，樋口千恵子
先生）が掲載された．感染症は維持透析患者の死因の第 2 位，導入後 1 年以内の患者では第一の死
因とあって，非常に重要なテーマである．日本透析医会は昨年 3 月に，「透析患者における標準的
な透析操作と感染予防に関するガイドライン（4 訂版）」を作成して，全国の透析施設に配布した
ばかりである．透析患者の易感染性は簡単に改善しないため，医療側としては不注意による院内感
染の発生だけは，ぜひとも回避しなくてはならない．また，感染症を合併した患者の早期診断と適
切な治療により，重症化させることなく治癒に持ち込むことが要求される．

一方，地震に関しては，ついこの間まで東日本大震災に関する活動を行っていたと思っていたら，
今度は熊本での惨事となった．4 月 14 日の本震（後に前震に訂正）の報道をみて，比較的被害が
少なくてよかったと思っていたら，16 日の余震（本震に訂正）だった．「天災は忘れぬ内にやって
くる」時代に突入したのかもしれない．幸い透析医療への被害は比較的少なく，患者さんへの影響
も少なかったようである．

熊本地震に対する日本透析医会の対応は，これまでの経験が活かされ，きわめて適切な対応が行
えたと自画自賛的に考える．詳細は本編「熊本地震における日本透析医会の対応」（常務理事，山
川智之先生）を参照されたい．

ハード面では電気の回復が早かったこと，情報伝達手段の被害がほとんどなかったことが幸いし
たが，ソフト面では熊本県透析施設協議会，福岡県透析医会，熊本県臨床工学技士会，日本災害時
透析医療協働支援チーム（JHAT）が機能的に働き，横の連絡も比較的スムーズに行えたことが，
透析患者さんへの影響を最小限にできた要因である．それぞれの活動は本編「熊本地震における熊
本県内の透析状況」（久木山厚子先生），「熊本地震における福岡県透析医会の対応」（百武宏幸先
生），「熊本地震における熊本県臨床工学技士会の対応」（山田佳央氏），「熊本地震における JHAT

の活動と教訓」（山家敏彦氏）を参照されたい．今回は被災直後から厚生労働省が直接支援して下
さったことにより，熊本県や自衛隊の支援が円滑に行われたと思われ，深謝したい．

熊本県内の透析施設におけるアンケート調査の結果と，阪神・淡路大地震や東日本大地震と対比
して総括した報告は，「熊本地震の記録―全県透析施設に実施したアンケート調査から―」（赤塚東
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司雄先生）に詳細に報告されている．
そのほかの記事は，「第 17 回災害時情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告」のほか，

医療制度・医療経済で「第 21 回透析保険審査委員懇談会報告」（常務理事，太田圭洋先生），透析
医のひとりごと 4 編，神田秘帖，メディカル・エッセイ 1 編，支部だより 4 編，常任理事会だより，
編集後記である．
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要　旨

医療費は，医療機関の経営に大きな影響を与えると
同時に，医療の質も左右する．換言すれば，患者の生
命予後は医療費に依存するといっても過言ではない．
わが国の透析医療は，患者の生命予後からみて世界一
とされるが，それだけ医療費がかかっていることにな
る．今回は，透析診療報酬がわが国の透析医療に与え
た影響について，著者が（公社）日本透析医会に関与
した時期を中心に考察してみた．

はじめに

2001 年に平澤由平会長の後を受け（公社）日本透
析医会会長に就任し，2015 年，秋澤忠雄先生に後を
お引き受けいただき，退任させていただきました．期
間中の日本透析医会活動に対するご支援ありがとうご
ざいました．

さてこのたび，大平整爾研修委員長から，今回のセ
ミナーで，医会活動のまとめをというお話がありまし
た．しかし，保険から災害，事故から感染，セミナー
から厚生班研究などなど総花的になってはと思い，今

透析医療における Current Topics 2016（東京開催）

日本透析医会の 14 年と診療報酬

山㟢親雄　
日本透析医会 名誉会長/増子クリニック 昴

key words：診療報酬，加算点数，包括化，財政平衡，透析医療費

The 14 year activity for medical fee revision in the JAPANESE ASSOCIATION OF DIALYSYS PHYSICIANS
MASUKO HD clinic SUBARU
Chikao Yamazaki

図 1　GNP は PMP と相関する
　　　　　　　　　　　　　　　   （文献 2 を改変）
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回は診療報酬改定に限ってお話しさせていただくこと
にしました．

1　医療と経済

図 1 は EDTA の報告2）で，ヨーロッパおよび主要各
国の，国民総生産と人口 100 万人当たりの，生存する
透析・移植患者数との関係を示したものである．これ
によれば，経済的に豊かな国ほど患者数が多いという
傾向を示している．医療は経済に左右されるという典
型例である．一方，黎明期の我が国の透析医療では，
透析治療を受けられるかは，たとえ治療の機会が与え

られたとしても，その医療費を払えるかにかかってい
た．筆者の大学を卒業して最初の受け持ち患者は，腎
不全末期の工学部学生であった．また彼は，わが家の
近くの，中学校の校長先生の御子息でもあった．病状
が進行し，まもなく尿毒症の状況を呈しようとしたと
き，今後の透析治療と治療費について説明をさせてい
ただいたが，治療費のめどが立たず，そのまま退院さ
れた．数週間して父親から死亡の葉書が届いた．そこ
には，あまりにも有名な「金の切れ目が命の切れ目」
という非情なフレーズ通りの現実があった．

また，表 1 は，透析時間区分の廃止と復活という，
我が国の透析の歴史の中で，最も透析の質に関係する
透析時間の推移をみたもので，経済（この場合は診療
報酬点数）が医療の質（透析時間）を変化させたとい
う典型例である．ただ，図 23）では，ESA が包括され
た前後の Hgb の推移をみているが，市場原理に従う
なら，ESA の使用が落ち込み，貧血は悪化するとい
う図式をとるところである．事実，かつての米国での
ESA 包括は，この図式通りとなった．しかしわが国で
は，ESA の売上高は急激に落ち込んだが，貧血は悪化
しなかった．その理由は，

①　日本の医師はサムライで，必要な ESA は使い
続けた

②　それまでの使用に無駄があったところを効率化
した

③　それまで放置されていた鉄不足への対応が行わ
れた

表 1　時間区分と 4 時間未満透析比率の年次推移

4 時間未満
比率

（％）

75 歳以上
4 時間未満

（％）

75 歳以上
患者比率
（％）

2000 年 14.6 28.0 14.9
2001 年 16.6 28.0 16.2

2002 年 20.3 34.5 17.8
2003 年 21.9 36.1 18.9
2004 年 22.6 37.3 20.2
2005 年 24.2 38.5 21.6
2006 年 25.7 40.5 22.8
2007 年 24.3 41.2 24.3

2008 年 22.6 34.9 25.5
2009 年 22.5 34.4 26.8
2010 年 21.7 33.1 27.5
2011 年 20.5 30.9 28.9
2014 年 19.0 27.5 32.5

4 時間未満/回≒2002 年調査は 12 時間未満/週（3 回）
2002 年の診療報酬改定で時間区分が廃止された
2008 年の診療報酬改定で時間区分が復活した

図 2　ESA 包括前後の Hgb 濃度推移
　　　　　　　　　　　　　　  （文献 3 を改変）
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④　透析液の清浄化が進んだ
と推測されている．

いずれにしても，原則的に医療の量と質は，経済
（主として診療報酬点数）に依存し，このことは，生
命予後など医療の成績すら，これが握ってきたと考え
ている．

2　日本透析医会と診療報酬改定

透析患者の生命予後までも左右する診療報酬に，透
析関係者がどのようにかかわってきたかは定かでない．
かつて初代の日本透析医会会長稲生綱政先生から，人
工腎臓点数を新設するにあたり，「腎臓学会大島研三
理事長と，人工透析研究会会長の自分が厚生省に呼ば
れ……」と聞いたことがある．また当時，平澤先生は，
信楽園病院に厚生省若手官僚を呼んで透析治療の実態
を知ってもらうと同時に，保険適用を要望されたと聞
いている．

記録に残っているところでは，1976 年の人工透析
研究会誌4）に，「この家庭透析（夜間透析の誤り？：筆
者）を伸ばすために主として社会保険報酬点数の改正
が一番手っ取り早い話でございますので，たびたび厚
生省に足を運んでおりますが……」という小高通夫先
生（当時の統計調査委員長）の発言があり，先生が当
時の透析研究会を代表し，診療報酬の改定にあたって，
厚労省との交渉を受け持っていたものと推測される．
また，全腎協は『歩みとどまらず』という 30 周年記
念誌5）で，夜間透析をはじめとする診療報酬改定に対
する要望を続けてきたと述べている．さらに，名古屋

の太田和宏先生は，大学の同級生である厚生技官（後
に医政局長にも就任された）を頼って，これに関与し
ていたという話を聞いており，全国的には，こうした
個人的なつながりで，診療報酬改定に関与した方々も
少なくないと推測される．

ところで，いつから日本透析医会が診療報酬改定に
関与したかというのは，はっきりしない（公式記録に
は残っていない）．ただ，当時の平澤会長が，「透析診
療報酬の変遷と透析医会の歩み」と題した論文6）で，

「医会が関与した診療報酬改定は，昭和 53 年の夜間加
算，昭和 56 年のダイアライザ滅菌加算が始まり……」
としており，昭和 52 年に設立された都道府県透析医
会連合会当時から，医会としての改定要望を続けられ
てきたものと思われる．

3　透析関連診療報酬の推移

透析関連診療報酬の歴史は，大きく分けて 3 期に分
かれる（表 2）．I 期は，昭和 42 年に人工腎臓として
手術点数が設定され，患者数に見合った施設の充実の
ために，民間施設が参入しやすい高点数およびダイア
ライザ価格が設定された時期（導入期）で，急速に透
析医療費が伸び続けた時期である．昭和 53 年の診療
報酬改定まで続いた．昭和 53 年の改定は昭和 56 年の
改定とセットと思われ，まずはダイアライザを技術料
に包括し，次に再び分離するさいに，人工腎臓点数は
手術料から処置料へ，ダイアライザには公定償還価格
が設定され，併せて大幅に透析単価が切り下げられた．
これ以降，患者数の増加に従って，特にダイアライザ

表 2　透析診療報酬の推移

第Ⅰ期　昭和 42 年～56 年（導入期：経済誘導による成長期）
　→保険・更正医療適用/高額療養費制度導入 →自己負担の軽減
　→患者数の増加 →質と量の拡大
　→民間透析施設の参入 →システムの成長
　→企業の参入 →機器の進歩
第Ⅱ期　昭和 56 年～平成 14 年（充実期：透析総医療費抑制）
　→ダイアライザー価格の切り下げ →経営の合理化
　→加算点数による質の維持 →透析の質の標準化
　→日本透析医学会統計結果 →成績を考えた透析の質向上
第Ⅲ期　平成 14 年～（維持期：経済優先の診療報酬改定）
　→経済優先の診療報酬改定 →経営困難・質の低下
　→透析医師数の減少 →透析施設の閉鎖
　→日本医療の荒廃 →透析医療提供システムの崩壊
第Ⅳ期　今後（収束期：患者数減少に伴う）
　→患者数の減少
　→医師の高齢化 →？？？？
　→経営困難



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 3　2016458

について実勢価格調査を基に価格を切り下げ，透析医
療費の抑制が続くことになる．ただ一方，科学的根拠
に基づく新しい加算点数が新設され，医療の質はそれ
なりに担保されてきた．後半には，治療の標準化を目
標とした部分包括化が導入された．ただ，透析医療費
の抑制は，患者数の増加によって補われ，国民総医療
費に対する透析医療費の比率は上昇していった．これ
が第 II 期（充実期）である．

第 III 期（維持期）は，小泉内閣による平成 14 年の
改定以降にあたり，まずは「経済ありき」を原則とし，
透析医療費の大幅な切り下げまたは抑制が今年の改定
に至るまで続いている．一時期は人工腎臓点数の透析
時間区分さえも廃止された．その後は，包括された
ESA 価格の薬価引き下げに合わせて人工腎臓点数は
引き下げられ，加えて，依然としてダイアライザ価格
も切り下げられている．on-line-HDF や，水質管理加
算などの新規技術にも診療報酬は設定されたが，財政
平衡という仕組みの中，透析技術料の中身が，あちら
の棚からこちらの棚へと移されたというものでしかな
い．最近では，直接の診療報酬ではないが，包括され
ている薬品（ESA/透析液/抗凝固薬/生理食塩液）に
ついて，消費税上乗せ分がないために，透析医療機関
の経営が圧迫されているという問題もある．振り返っ
てみれば，患者数の増加に見合った医療費引き下げで，
国民総医療費に対する透析医療費比率は 4％ 未満で頭
打ちの状態にある．あと 5 年ほどは患者数が増加する
と予測されており，そこまでが III 期である．

4　加算点数

加算点数は，原則的に，「もの（ダイアライザ）」の
価格を「技術料（人工腎臓点数または加算点数）」に
という医会の戦略もあって実現してきたものもある．

夜間加算は，先にも述べたとおり，人工透析研究会
や全腎協からも要望が続いていたし，1972 年（昭和
47 年），「身体障害者福祉法の一部を改正する法律
案」の可決した衆議院で，「夜間透析の受け入れ体制
についても十分に配慮すること」という付帯事項が決
議され，当時の厚生大臣も「その趣旨を十分に尊重し
て，実現に努力する」とした．ただ，保険診療には，
時間外緊急時に特別の診療報酬点数が設定されていた
ものの，通常の夜間外来にはなく，定期的に実施する
透析のみに夜間加算を設定することは困難とされてい

た．実際にこの加算が認められたのは，昭和 53 年の
診療報酬改定時で，ダイアライザが包括され，実質的
に 1 回当たりの透析医療費が大幅に下がった時であっ
た．当時，透析医会連合会副会長の太田裕祥先生が愛
知県透析医会で，「人工腎臓点数は大幅に下がったが，
それでも交渉の結果，夜間加算がついたのだから」と
報告されたのを思い出す．

昭和 56 年には，前回包括されたダイアライザが再
び分離され，技術料は「手術から処置へ」と格下げさ
れ，ダイアライザに公定償還価格が設定されるという
改定の中で，このときも透析医療費は実施的に大幅な
値下げとなった．ただ，夜間加算点数は 2.5 倍以上に
増点され，外来であるにもかかわらず食事加算が新設
された．

障害加算は，もともと愛知県透析医会より日本透析
医会に出された「透析看護料の新設」という要望があ
った．しかしながら透析部門だけに外来看護点数が作
られることは，日本看護協会や日本医師会の同意が得
られるものではなく，ほとんど不可能とされていた．
しかし，平成 4 年の診療報酬改定時に，検査包括であ
る慢性維持透析患者外来医学管理料が新設されたのに
併せて，ほぼ看護料と考えられる「障害加算」として
新設された．平成 6 年に外来人工腎臓点数に透析液や
抗凝固薬が包括された診療報酬改定では，除水調整器
加算が新設された．

以上のような加算は，それぞれが科学的・臨床的に
大きな意味を持つものであるし，当然のことながら独
立した点数として新設されたものと思う．しかしいか
にも同時期の人工腎臓点数とリンクしたようにも思え，

「そちらを我慢するからこちらを」という取引は，い
つの交渉の場でも出てくるものと考えるがいかがか？

5　包括と医療の標準化

透析に関する技術料と物の包括は，過去三つの異な
る事情で実施された．

第一は先にも述べた昭和 53 年のダイアライザ包括
である．その後，昭和 56 年の診療報酬改定と合わせ
て，明らかに医療費抑制のための包括であった．特に
ダイアライザに公定償還価格が設定されたことは，厚
生省にとっては，実勢価格調査をもとに，その後の改
定（透析医療費引き下げ）を容易にした．

第二は，会計検査院に指摘された項目について，地
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域や施設によって大きな差があった透析医療の標準化
を目指して実施されたもので，慢性維持透析外来患者
医学管理料による検査包括と，透析液・抗凝固薬・生
理食塩液など，透析処置薬剤の包括である．日本透析
医会はこの包括に対し，全面的な協力を行い，慢性維
持透析患者外来医学管理料や，透析液などを包括した
外来人工腎臓点数設定には，日本透析医会の意見が十
分に反映されたものであった．

三番目は EPO（のちにはすべての ESA）の包括で，
これにより急激に増加していた EPO 使用量が見直さ
れ，薬剤費用の抑制が可能となったことと，透析側か
ら見れば，「もの」の収益が，技術料へと変わったと
もいえる包括であった．透析液や抗凝固薬などの人工
腎臓点数の包括や EPO の包括にさいしては，医療の
質の低下も懸念されたが，事後の調査では，質の低下

（たとえば貧血の亢進など）はなかったと報告されて
いる7, 8）．

6　財政平衡

平成 22 年に新設された透析液水質確保加算 10 点は，
外だし人工腎臓点数が 10 点減っていることから考え，
純粋な技術料を削って作られたことになる．平成 24

年のオンライン HDF 点数も，通常の透析点数を減ら
して作られた．また，平成 22 年の透析時間区分復活
点数も，従来の一本化されていた腎臓点数を患者比率
で計算し再分配されたものにすぎず9），これが，新し
い財政の持ち出しがない，いわゆる「財政平衡」とよ
ばれる常套手段である．したがって，患者数が増加す

る間は，透析に関する新規の点数が新設されても，そ
れは従来の点数を削って造られると理解しておかねば
ならない．

一方，シャントに対する PTA 治療点数は，まった
く透析の範囲を超えたところで作られ，透析全体から
見れば，透析医療費を大きくかさ上げしたことになる．
同様に，最近の高価な薬剤についても，図 3 に見るよ
うに，透析医療費を押し上げる要因となっている．透
析医療費全体が国民総医療費の 4％ 未満で推移するな
か，内服薬剤費は透析医療費の 10％ を占めるように
なってきており，ものの価格を技術料にと考える日本
透析医会にとっては，包括か，患者自己負担しかない
と考え始めていた．しかし平成 28 年の診療報酬改定
に合わせ，透析医療に関係するレミッチ/ホスレノー
ル/リオナ/ピートル（以上，いずれも中医協資料に
ある通りの商品名表示）は，市場拡大再算定品目など
として 15～25％ の薬価が切り下げられた．もっと早
くに包括していればと考えた透析関係者もいるかもし
れない．

7　現時点での診療報酬評価

今しばらく患者数が増加する 5 年ほどは，患者数の
増加に見合った透析点数の引き下げがあり，透析医療
費は国民総医療費の 4％ 以内を推移するだろう．しか
し，今や純粋な透析技術料そのものを引き下げる根拠
はなく，引き下げられるとしても ESA 薬価引き下げ
幅の中でしかない．また，今回の，日常使用量が多か
ったダイアライザ価格の大幅な引き下げは，ダイアラ

図 3　透析医療費と薬剤料の年次推移
（名古屋記念病院太田圭洋氏提供の資料に筆者追加）
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イザメーカーに大きな打撃を与えたと思われ，これ以
上の引き下げは市場から撤退するメーカーすら出現す
るものと考えている．薬剤はまだ引き下げる部分が残
っているかもしれない．

一方，平成 26 年の診療報酬改定では，消費税が 3

％ 引き上げられたことによる透析医療機関の負担増は，
1 透析あたり 278.5 円とされており10），その年の診療
報酬改定でこれが補填されたとは思えない．確かにそ
の改定で，それまで包括された ESA 価格の下がりに
見合って，人工腎臓点数は 30 点近く引き下げられて
いたものが 10 点ですんでいるのは，消費税を見込ん
で手心が加えられたのかもしれないが，実質の負担増
から考えると，それでは間尺に合わないことになる．
そこで，いつの日かの診療報酬改定で，ぜひ消費税分
を返してくださいとお願いすることも必要であろう．

8　診療報酬の推移―第 IV 期

透析診療報酬の推移には，まもなく透析医療の収束
期となる第 IV 期が出現する．部分的にはすでに始ま
っているという見方もある．この時期は，単純に考え
るなら，患者数増加に伴って増えた透析施設が，患者
数減少に伴って減少する時期となる（表 3）．それは，
結核療養施設が減少していった状況に類似する．ただ，
結核そのものは疾患が減少していったが，透析は，最
終的には高齢者の疾患となってきており，高齢者は結
核患者ほど減少しないため，一定の患者数や施設は維
持されることになる．そればかりか，施設入院や施設
入所する患者比率が増大し，今以上に通院困難患者比
も増大する．

したがってこの時期の透析診療報酬は，施設にとっ
てより手のかかる患者に対する透析医療提供が可能で，

透析施設の減少に伴ういわゆる治療難民が出現しない
ための診療報酬が必要となる．ただ，こうした透析医
療提供体制を単なる診療報酬のみで支持することは困
難で，日本透析医会の今後の診療報酬への取り組みは，
医療提供体制そのものに対する政策提案が併せて必要
になる．例えば透析医療にとって，今後ますます療養
型病床群は必要になり，これがなくなることなど考え
られないと訴えることなどである．

おわりに

繰り返し述べるが，医療の質は医療費が担保する．
したがって，恵まれた診療報酬に裏打ちされたわが国
の透析医療は，結果として成績が世界一であり，高度
なチーム医療を提供することもできてきた．これから
患者数が減少する中でも，こうした質の維持は必要で，
今後一層，日本透析医会の役割は重要となる．
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要　旨

透析患者は感染弱者である．透析患者は近年，高齢
化・透析歴の長期化・糖尿病性腎症の増加など，感染
症死のリスクが増加している．透析医療では，しっか
りした感染対策の順守が必要とされる．「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）」を参考に，各施設の状況に応じた感
染対策の「手順書（マニュアル）」を作成されたい．

1　透析患者における感染症の重要性

①　透析患者と易感染性：慢性透析患者では，好中
球リンパ球比↑，好中球機能↓，貪食能低下，貪
食細胞受容体機能低下，運動能低下，化学遊走能
低下，接着分子の発現の異常などが報告されてお
り，易感染性の要因と注目されている．尿毒症の
症状でもある，低栄養，亜鉛欠乏，副甲状腺機能
亢進症，1,25 水酸化ビタミン D 欠乏症などにより
易感染性が増強している．透析治療の影響として，
補体活性化（cuprophane），好酸球増多（ethyl-

ene oxide），好中球/リンパ球比↑，好中球機能
↓などが関与している．

②　頻回の感染の機会：大部屋で長期反復して行わ
れる観血的治療

③　頻回の通院・入院
④　輸血（重要度は激減した．献血スクリーニング

と EPO による）

⑤　入院治療に求められている高水準の感染対策が
社会的に要求される．

2　透析患者の背景因子の変化と感染症

①　透析患者の増加
我が国の透析患者数は，着実に増加している．人口

比では 1983 年には 443.7 人/100 万人だったものが，
2014 年には 2,517.3 人/100 万人と 5.67 倍となってい
る．

②　患者の高齢化
患者の年齢構成をみると，年末患者平均年齢は 1983

年には 48.3 歳だったものが，2014 年で 67.5 歳と年々
高齢化をきたしている．65 歳以上の患者数および全
患者に占める割合は一貫して増加傾向にあり，透析患
者の年齢層別死因分布をみると，高齢者ほど感染死が
増加している．

③　慢性透析の原疾患
糖尿病性腎症の割合は 1983 年には 7.4％ にすぎな

かったが，1990 年には 14.7％，2000 年には 26.0％，
2010 年には 35.9％ となった．2011 年には慢性糸球体
腎炎を抜いて 1 位（36.7％）となり，2014 年には 38.1

％ である．
④　透析期間の長期化
透析歴 20 年以上の患者は，1992 年には 1％ にも満

たなかったが，2014 年末には 8.0％ を占めている．10

年以上 20 年未満の透析歴をもつ患者の割合はわずか
ずつではあるが，増加傾向にある．

透析医療における Current Topics 2016（東京開催）

透析患者を感染からまもる
――　ガイドライン　――

秋葉　隆　
関川病院

key words：感染，ガイドライン，標準予防策，手順書，ウイルス肝炎

Prevention of infection by the infection-control guideline for dialysis patients
Sekikawa Hospital
Takashi Akiba
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3　透析患者のウイルス肝炎感染事故と 

　対策の必要性の認識

3-1　ウイルス肝炎感染事故の報告

1994 年 10 月，新宿区のある透析施設で劇症型 B 型
ウイルス性肝炎が 5 名発症し，うち 4 名が死亡したと
報じられた．同時発症であること，1 キャリアと 5 人
の B 型肝炎ウィルスが一致したこと，5 人に共通投与
された薬剤は EPO であり，感染ルートとして EPO 溶
解時の注射器または針が B 型肝炎ウイルスキャリア
の血液で汚染され，これが複数の患者に注射され集団
発生にいたったものと明らかになった．

この「事件」により，医療行政担当者と一般国民に
対して，透析患者はウイルス肝炎の高リスクグループ
で，なんらかの対策が必要であることが確認された．

3-2　「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」の作成

このような環境の中で，一般病棟も感染対策マニュ
アルの適応できない透析医療において，標準的な感染
予防対策を透析施設に提示する必要を痛感した．

（1）　感染対策マニュアル
このとき，平成 11 年度の厚生省厚生科学特別研究

事業「透析医療における感染症の実態把握と予防対策
に関する研究班（主任研究者：秋葉　隆，分担研究
者：吉澤博司，佐藤千史，山㟢親雄，秋澤忠男）を組
織し，日本透析医学会と日本透析医会の協力を得て，

「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」（B5 版，60 頁）を作成し，日
本透析医学会全施設会員，日本透析医会全会員に配布，
また厚生省・医会の WWW に掲載した．その後，日

本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会の協力を取り
付け，平成 15 年改訂版，平成 16 年改訂第 2 版，平成
20 年三訂版に改訂した．

（2）　感染対策ガイドラインへの改訂
前述の「感染対策マニュアル」は広くたくさんの透

析施設で使われて，「スタンダード」の地位を得たと
もいえる状況であった．一方，本邦の健康保険給付は，
平成 14 年「院内感染防止対策未実施減算」，平成 22

年には医療安全対策加算 1，2，平成 24 年には医療安
全対策加算 1 の増額，感染防止対策地域加算が加わる
など，感染防止対策へ手厚い誘導が行われた．

その内容は，感染防止対策加算は，「第 2 部通則 7

に規定する院内感染防止対策を行った上で，更に院内
に感染制御のチームを設置し，院内感染状況の把握，
抗菌薬の適正使用，職員の感染防止等を行うことで院
内感染防止を行うことを評価するものである．最新の
エビデンスに基づき，自施設の実情に合わせた標準予
防策（下線著者），感染経路別予防策，職業別感染予
防策，疾患別感染対策，洗浄・消毒・滅菌，抗菌薬適
正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を
作成し，各部署に配布していること」という条件がつ
いている．すなわち，各施設での対象患者と施設の実
地に応じた変更が必須であることを示した．

われわれは，従来の固定的な「マニュアル」を示す
より，「手順書（マニュアル）作成に役立つ情報を各
施設に提示すること」が必要と判断し，今回「ガイド
ライン」を作成提示することとし，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）」を発行，配布した．各透析
施設の「手順書（マニュアル）」作成に資することが
できるものと期待する．
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要　旨

透析患者の肺炎は医療・介護関連肺炎に分類される
が，重要な死因の一つである．原因菌として薬剤耐性
菌の頻度が上がるが，過剰な抗菌薬投与にならないよ
うに注意する必要がある．透析患者は，インフルエン
ザによる重症化のハイリスクグループであり，新型イ
ンフルエンザの動向に留意するとともに施設内感染防
止を含めた対策が必要である．透析患者の感染症予防
には，インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの
両方の接種が重要である．

はじめに

日本は世界に例を見ない速度で高齢化社会が進行し
ているが，それを背景として，肺炎は 2011 年に死亡
順位の第 3 位となったが，その死亡例の 97％ は 65 歳
以上の高齢者である‡1）．透析患者の死亡原因として，
一般に感染症は心不全に次ぐものであるが，高齢にな
るにつれてやはり肺炎の死亡率が増加する．透析患者
において，肺炎の年間死亡率は一般成人の 16 倍以上
と言われている1）．また，肺炎を続発する疾患として
インフルエンザは重要であり，近年，新型インフルエ
ンザの発生も危惧されている．

本講演では，透析患者における肺炎とインフルエン
ザの状況と，その治療・予防について概説してみたい．

1　透析患者の肺炎

透析患者の死因では，60 歳を超えると肺炎が増加し，
心不全に次いで第 2 位となっている．透析患者に発症
した肺炎は，日本呼吸器学会のガイドライン2）では，
医療・介護関連肺炎のうちに分類され，市中肺炎と院
内肺炎の中間に位置づけられている．重症度や薬剤耐
性菌の頻度も，市中肺炎より高く院内肺炎より低いも
のとされている．

原因微生物についても同様の事が観察され，一般に
医療・介護関連肺炎の原因微生物では，肺炎球菌が最
も多いものの，グラム陰性桿菌やメチシリン耐性黄色
ブドウ球菌（MRSA）など院内肺炎で多くみられる菌
種も混在する3）．

表 1 は筆者らの病院と，ある透析専門病院における
血液透析患者の肺炎の原因菌を比較したものである．

透析医療における Current Topics 2016（東京開催）

呼吸器感染症：肺炎とインフルエンザ

石田　直　
倉敷中央病院呼吸器内科

key words：透析患者，肺炎，インフルエンザ，ワクチン

Respiratory infections: pneumonia and influenza
Department of Respiratory Medicine, Ohara Memorial Kurashiki Healthcare Foundation, Kurashiki Central Hospital
Tadashi Ishida

表 1　血液透析患者の肺炎の原因微生物
（原因判明例における割合）　　

倉敷中央病院 透析専門病院

肺炎球菌 18.1％ 14.6％
MSSA 4.5％ 14.6％
MRSA ― 39.6％
モラクセラ・カラタラーリス 9.1％ ―
インフルエンザ菌 9.1％ 10.4％
肺炎桿菌 9.1％ 12.5％
大腸菌 4.5％ ―
緑膿菌 9.1％ 4.2％
肺炎クラミジア 13.6％ ―
レジオネラ属 4.5％ ―
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筆者らの病院では，市中肺炎同様肺炎球菌が最も多く，
非定型病原体も多く認められている一方で，緑膿菌や
肺炎桿菌などのグラム陰性桿菌もかなりみられている．
透析専門病院では MRSA が最も多く，グラム陰性桿
菌が続いており，院内肺炎に近い内容となっている．
これはそれぞれの病院の性格を反映したものであると
思われる．

日本呼吸器学会のガイドラインでは，医療・介護関
連肺炎を，外来で治療可能な軽症群，入院が必要であ
るが薬剤耐性菌のリスクがない群，薬剤耐性菌のリス
クがある入院群，重症で人工呼吸器装着等の集中治療
を行う群の 4 群に分類し，それぞれの群に対してエン
ピリックセラピーに用いる抗菌薬を推奨している（図

1）．原因菌が判明すれば，それを標的とした抗菌薬へ
変更（de-escalation）することとなっている．

しかしながら，臨床検体より検出された MRSA や
緑膿菌が必ずしも原因菌であるとは限らず，その判定
には留意を要する．医療・介護関連肺炎において耐性
菌をカバーしてもしなくても入院死亡率や治療失敗率
は変わらなかったとする報告4）や，耐性菌をカバーし

て多くの抗菌薬を使用したほうが予後不良であったと
する報告5）もみられているため，過剰な抗菌薬使用は
慎むべきである．

透析患者に抗菌薬を投与する場合は，当然ながら，
薬物に腎毒性がないか，薬物が腎排泄か肝排泄か，透
析による除去率はどのくらいであるか，代謝物が蓄積
しないか等を考慮して選択を行うことになる．

2　透析患者のインフルエンザ

表 2 は，米国 Centers of Disease Control and Preven-

表 2　季節性インフルエンザのハイリスクグループ

● 65 歳以上の年齢
● 慢性呼吸器疾患（喘息や COPD）
● 心血管疾患（高血圧単独を除く）
● 慢性腎，肝，血液，代謝（糖尿病など）疾患
● 神経筋疾患（運動麻痺，痙攣，嚥下障害）
● 免疫抑制状態（HIV 感染や，薬物によるものを含む）
● 妊婦
● 長期療養施設の入所者
● 著しい肥満
● アスピリンの長期投与を受けている者
● 担癌患者

図 1　医療・介護関連肺炎の各群におけるエンピリック治療の推奨抗菌薬
　　　　　　 （日本呼吸器学会医療・介護関連肺炎ガイドラインより）

重症で，人工呼吸器装着などの集中治療を考慮する状況

なし あり

A群：外来治療 B群：入院
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＋
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tion（CDC）が出している，季節性インフルエンザに
罹患した場合に重症となるリスクグループである．慢
性腎疾患を有する患者がこの中に含まれており，透析
患者もリスクグループと考えられている．実際，2009

年のインフルエンザ A（H1N1）のパンデミック時に，
透析クリニックのサーベイランスでは，インフルエン
ザに罹患した透析患者のうち，34％ が入院し，22.5％
が肺炎を併発し，5％ が死亡したと報告されている6）．
また，新型インフルエンザにより入院を要した透析患
者がオセルタミビルによる治療を行っていたにもかか
わらず，呼吸不全を呈するなど一般人より重症傾向で，

ウイルス陽性期間が平均 12 日間と長かった7）．
抗インフルエンザ薬の投与については，議論のある

ところであったが，近年二つの興味深いメタアナリシ
ス8, 9）が発表された．オセルタミビルを中心としたノ
イラミニダーゼ阻害薬を投与された患者は，投与され
なかった患者に比して，有意に有熱期間が短縮し，下

表 3　透析患者での抗インフルエンザ薬の用量

用　　量

オセルタミビル 1 回 75 mg を単回投与，
5 日後に症状が残っていればさらに 1 回

予防投与の場合は，1 回 75 mg 投与し，
5 日後に再度 75 mg 投与

ザナミビル 1 回 10 mg を 1 日 2 回 5 日間吸入

ラニナミビル 40 mg を単回吸入

ペラミビル 50～100 mg を 1 回点滴静注
図 2　インフルエンザ罹患後にみられた，黄色ブドウ球菌に

　　 よる重症肺炎

図 3　インフルエンザ院内感染対策のフロ－チャート
　　　　　　　　　　    （日本感染症学会提言より）

インフルエンザ確定 複数回の迅速診断および臨
床的にインフルエンザ否定 

隔離解除 

直ちに抗ウイルス薬治療

直ちに同室者に予防投薬
同室者の移動制限 

病室を超える感染伝播 スタッフにて発症例

院内発症疑い例（流行期・流行
前期における発熱と上気道炎症状）

迅速診断および臨床的評価
直ちに隔離 

院内サーベイランス強化
ICTによる調査

リスクアセスメント 

病棟スタッフおよび接触者
への予防投薬考慮

接触者を対象，あるいは病
棟・フロアなどユニット単
位で予防投薬 
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気道合併症や入院が減少したこと，および症状発現か
ら 2 日以内の早期にノイラミニダーゼ阻害薬を投与し
た群が予後良好であったことが示された．米国 CDC

では，リスクある患者や重症例，早期進行例では，イ
ンフルエンザが確定あるいは疑われた時点で，可及的
早期に抗ウイルス薬を投与することを推奨している．
特に，新型インフルエンザのパンデミック時には，

①　ワクチンは間に合わないこと
②　若年者や健常者でも重症化の可能性があること
③　高齢者や合併症のある人は，罹患すれば当然重

症化の惧れがあること
④　誰が重症化のリスクを有するかは不明であるこ

と
より，医療資源があれば，広く抗ウイルス薬による早
期治療が望ましいと思われる．透析患者における抗イ
ンフルエンザ薬の用量は，表 3 に示すとおりである．

インフルエンザ罹患後に続発する細菌性肺炎は，高
齢者の超過死亡の大きな原因であり，肺炎球菌，イン
フルエンザ菌，黄色ブドウ球菌等が原因菌となりやす
い（図 2）．また，成人においてもインフルエンザ脳
症の発症をみることがあるので注意すべきである．

透析施設を含めた，医療機関内におけるインフルエ
ンザの伝播を防止することは重要である．日本感染症
学会では ｢インフルエンザ病院内感染対策の考え方に
ついて｣ と題した提言を発表‡2）し，入院患者におい
てインフルエンザが発症した場合の対応をフローチャ
ートで示している（図 3）．入院患者において流行期
に発熱と上気道炎症状を呈した患者が出現したならば，
直ちに患者の隔離を行い，迅速診断や臨床的評価を行
いインフルエンザか否かの判断を行う．インフルエン
ザの診断が確定すれば，当該患者に対しては早急に抗
ウイルス薬の投与を開始し，同室患者に対して予防投
与を行う．それとともに，院内の感染制御室，ICT 等
が中心となって院内のサーベイランス，監視を行うこ
とが望ましい．もし，病室を超えて発症者が出るよう
であれば，接触者すべてを対象とし，場合によっては
病棟やフロア単位での予防投与も考慮する．

3　新型インフルエンザ

現在，新型インフルエンザになる可能性が高いとい
われているのは，鳥インフルエンザの A（H7N9）で
ある．水禽類の体内のウイルスが家禽類に感染し，接

触等によりまれにヒトに感染，あるいはブタに感染し
てブタ体内でヒト型のインフルエンザウイルスと混じ
ることにより，ヒトに対して強い感染力を有するウイ
ルスへと変異する可能性が示されている．

2009 年の A（H1N1）によるパンデミックのときは，
若年者に発症例が多く，季節性インフルエンザにみら
れるような高齢者の発症は少なかった．これは，高齢
者が過去に H1 型のインフルエンザに曝露をうけてき
た可能性が高かったことを示している．一方，人類は，
H7 型によるパンデミックを未だ経験していない．し
たがって，H7N9 によるパンデミックが起こった時に
は，高齢者にも多くの発症者がでることが予想される．
実際，中国における 111 例の H7N9 のヒト発症例の検
討では，40％ 以上が 65 歳以上の高齢者であった10）．

日本透析医会，日本透析医学会は「透析施設におけ
る新型インフルエンザ対策ガイドライン」‡3）を発表し
ている．これによると，

①　患者未発生期～海外発生期では，患者・スタッ
フへの教育，封じ込めの時期に患者を入院させる
地域の指定医療機関の確認，個人予防具（PPE）
の用意と装着訓練

②　国内発生早期～感染拡大期には，透析患者が発
症した場合の対応，疑似患者が来院した場合の対
応，指定医療機関での隔離透析，透析施設スタッ
フへの対応（予防投与），環境整備について

③　蔓延期～回復期には，患者・スタッフ連絡網の
確立，有症状者への対応と受診勧奨，新型インフ
ルエンザ感染者に対する透析

について述べられている．

4　ワクチン

ワクチンは感染症を予防する有効な手段である．透
析患者におけるインフルエンザワクチンの検討は種々
行われてきているが，インフルエンザワクチンの接種
を受けた透析患者の 80％ で抗体産生が認められ，免
疫反応は healthy volunteers と不変であったとする報
告11），インフルエンザワクチンを接種した慢性透析患
者では，インフルエンザ様症状の発症を約 60％ 抑制
することができたとする報告12）がある．一方で，2009 

H1N1 パンデミックインフルエンザのワクチン接種を
受けた透析患者では，seroconversion は 64％ にしか
見られず，コントロール群（93.8％）に比して明らか
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に低率であり，また titer も低値であったという報告13）

もみられる．
前述したように，肺炎球菌は市中肺炎の原因として

最も頻度の高いものであり，致死的な重症肺炎の原因
にもなりうる．また，髄膜炎や敗血症等の重篤な合併
症を起こすこともある．肺炎球菌のワクチンの効果に
ついては長年多くの研究が行われてきており，透析患
者についての報告も多い．肺炎球菌ワクチンを受けた
透析患者は，有意に mortality の低下（HR：0.94），
cardiac death の低下（HR：0.91），敗血症，菌血症に
よる入院の減少（HR：0.95）を認め，肺炎球菌とイ
ンフルエンザワクチンの両者を受けた透析患者では，
mortality がさらに低下した（HR：0.73）とする文献
がある14）．また，肺炎球菌とインフルエンザの両方の
ワクチンの接種を受けた透析患者では，一方のみを受
けた患者よりも，mortality が低下していた15）．これら
のことより，日本腎臓学会では，慢性腎臓病の患者に
対してインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチン両
者の接種を推奨している16）．透析患者を含めた慢性腎
疾患患者では，通常 23 価肺炎球菌ワクチン接種に対
して充分な抗体反応を示す17）が，多くの患者でその抗
体価は急速に低下するといわれている．

肺炎球菌ワクチンには，23 価の多糖体ワクチンと
13 価の結合型ワクチンの両者がある．23 価ワクチン
のほうがカバーする血清型は多いが，結合型ワクチン

のほうが理論上は免疫応答を起こしやすい．現在，23

価多糖体ワクチンのみが定期接種の対象となっていて，
65 歳以上の高齢者で 5 歳刻みに，初回接種の場合に
のみ国からの補助が出される．この定期接種を利用し
て両者のワクチンを併用して使用することが考えられ
る（図 4）．

肺炎球菌ワクチンを接種すると，ワクチンに含まれ
ている血清型による肺炎球菌感染症は減少するが，ワ
クチンに含まれていない血清型による感染症が増加す
る現象が起こり，serotype replacement と呼ばれてい
る．現実に臨床より分離された肺炎球菌株の血清型を
調べると，ワクチンに含まれている血清型のカバー率
は経年的に下がってきており，今後の大きな問題とな
っている．

おわりに

透析患者における肺炎とインフルエンザについて概
説した．透析患者は感染症に罹患するリスクが高く，
その管理と予防は重要である．特にインフルエンザワ
クチン，肺炎球菌ワクチンの積極的な接種が推奨され
る．

文　　献

1） Sarnak MJ, Jaber BL : Pulmonar y infectious mortality 

among patients with end-stage renal disease. Chest 2001;  120 : 

図 4　定期接種を活かした両ワクチン接種方法の考え方

PPSV23　未接種者

PPSV23
（定期接種）

PCV13
（任意接種）

PPSV23
（任意接種）

PCV13
（任意接種）

PPSV23
（定期接種）

PCV13
（任意接種）

PPSV23
（任意接種）

PPSV23 既接種者

1年以上

1年以上 6か月～ 4年以内
6か月～ 4年以内
PPSV23 の接種
間隔は 5年以上

6か月～ 4年以内
PPSV23 の接種
間隔は 5年以上

65歳，70歳，75歳，80歳
85歳，90歳，95歳，100歳

66～69歳，71～74歳，76～79歳
81～84歳，86～89歳，91～94歳，96～99歳



呼吸器感染症：肺炎とインフルエンザ 469

1883-1887.

2） 日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイドライン作成委
員会：医療・介護関連肺炎診療ガイドライン．日本呼吸器学
会，2011．

3） Ishida T, Tachibana Y, Ito A, et al. : Clinical characteristics of 

nursing and healthcare-associated pneumonia: a Japanese vari-

ant of healthcare-associated pneumonia. Intern Med 2012; 51: 

2537-2544.

4） 中塚賀也，森本千絵，安田一行，他：医療・介護関連肺炎
ガイドラインに沿った耐性菌カバーと治療アウトカムの関連
についての検討．感染症誌　2013； 87：739-745．

5） Kett DH, Cano E, Quartin AA, et al. : Implementation of 

guidelines for management of possible multidrug-resistant 

pneumonia in intensive care: an observational, multicentre co-

hort study. Lancet infect Dis 2011;  11 : 181-189.

6） Marcelli D, Marcelli C, Richards N : Influenza A（H1N1）
pandemic in the dialysis population : first wave results from an 

international survey. Nephrol Dial Transplant 2009;  24 : 3566- 
3572.

7） Li H, Wang SX : Clinical features of 2009 pandemic influenza 

A（H1N1）virus infection in chronic hemodialysis patients. 

Blood Purif 2010;  30 : 172-177.

8） Muthuri SG, Venkatesan S, Myles PR, et al. : Effectiveness 

of neuraminidase inhibitors in reducing mortality in patients 

admitted to hospital with influenza A H1N1pdm09 virus infec-

tion : a meta-analysis of individual participant data. Lancet Re-

spir Dis 2014;  2 : 395-404.

9） Dobson J, Whitley RJ, Pocock S, et al. : Osertamivir treat-

ment for influenza in adults : a meta-analysis of randomized 

controlled trials. Lancet 2015;  385 : 1729-1737.

10） Gao HN, Lu HZ, Cao B, et al. : Clinical findings in 111 cases 

of influenza A（H7N9）virus infection. N Engl J Med 2013;  

368 : 2277-2285.

11） Scharpé J, Peetermans WE, Vanwalleghem J, et al. : Immu-

nogenicity of a standard trivalent influenza vaccine in patients 

on long-term hemodialysis : an open-label trial. Am J Kidney 

Dis 2009;  54 : 77-85.

12） Washio M, Higashi H, Sugawara K, et al. : Influenza Vaccina-

tion and Other Factors Related to the Development of Influen-

za-Like Illness Among Patients on Chronic Hemodialysis in a 

Japanese Dialysis Facility. Ther Apher Dial 2016;  20 : 122-126.

13） Labriola L, Hombrouck, Marechal XC, et al. : Immunogenic-

ity of an adjuvanted 2009 pandemic influenza A（H1N1）vac-

cine in haemodialysed patients. Nephrol Dial Transplant 2011;  

26 : 1424-1428.

14） Gilbertoson DT, Guo H, Arneson TJ, et al. : The association 

of pneumococcal vaccination with hospitalization and mortality 

in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2011;  26 : 

2934-2939.

15） Bond TC, Spaulding AC, Krishner J, et al. : Mortality of dial-

ysis patients according to influenza and pneumococcal vaccina-

tion status. Am J Kidney Dis 2012;  60 : 959-965.

16） 日本腎臓学会編：CKD 診療ガイド 2012．東京医学社，
2012； 55.

17） Fuchshuber A, Kühnemund O, Keuth B, et al. : Pneumococ-

cal vaccine in children and young adults with chronic renal 

disease. Nephrol Dial Transplant 1996;  11 : 468-473.

参考 URL

‡1） 厚生労働省「平成 24 年人口動態統計概数の状況」http://

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai12/

index.html

‡2） 日本感染症学会インフルエンザ委員会「社団法人日本感染
症学会提言 2012：インフルエンザ病院内感染対策の考え方
について（高齢者施設も含めて）」http://www.kansensho.

or.jp/influenza/1208_teigen.html

‡3） 日本透析医会・日本透析医学会「透析施設における新型イ
ンフルエンザ対策ガイドライン」http://www.touseki-ikai.

or.jp/htm/07_manual/doc/20081208_influenza.pdf



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 3　2016470

要　旨

近年，ウイルス性肝炎に対する治療は大きく進歩し
ている．透析患者の場合，B 型肝炎ではエンテカビル
ないしテノホビルが第一選択であり，透析患者では週
1 回の服用となる．C 型肝炎でも予後を改善し院内感
染の可能性を防止するため積極的な治療が推奨される．
セロタイプ 1 型で NS5A 変異がなければダクラタスビ
ル＋アスナプレビルが推奨されるが，今後も新規薬剤
の承認が予定されており，治療適用の拡大および成績
の向上に期待が持たれる．

はじめに

ウイルス性肝炎の治療は大きく変化している．B 型
肝炎では各種核酸アナログが使用され，B 型肝炎ウイ
ルス（hepatitis B virus;  HBV）の制御がほとんどの症
例で可能となっており，肝硬変から肝不全へと進行す
る症例は急速に減少している．C 型肝炎では，2011

年以来，次々に市場に登場している直接型抗ウイルス
薬（direct acting antivirals;  DAA）の進歩は急速であ
り，現在はかつて抗ウイルス薬の主役であったインタ
ーフェロン（interferon;  IFN）を用いない IFN フリ
ー DAA 製剤によって，ほぼ 100％ 近い症例で HCV

（hepatitis C virus;  HCV）の排除が可能となった．従
来，抗ウイルス治療が困難であった腎機能低下患者，
あるいは透析患者でも多くの症例で効果的な抗ウイル
ス治療を行うことが可能となっている．

本稿では，B 型肝炎，C 型肝炎それぞれについて，
日本肝臓学会治療ガイドライン‡1, ‡2）の内容を参照し
ながら，全般的な抗ウイルス治療の状況，および透析
患者における治療の実際について，2016 年 9 月現在
の最新の情報を盛り込みつつ述べたい．

1　B 型肝炎

1-1　現在の抗ウイルス治療

（1）　治療適応
B 型肝炎はもともと自然史が複雑であり，C 型肝炎

とは異なり HBV 感染者全例が治療対象となるわけで
はない．図 1 に HBV 持続感染者の自然経過を示す．
抗ウイル治療の対象となるのはこの図で示す HBe 陽
性・陰性慢性肝炎，および肝硬変であり，具体的には
慢性肝炎の場合，ALT 31 U/L 以上，かつ HBV-DNA 

4.0 Logcopies/mL（2,000 IU/mL）以上の症例，肝硬
変では ALT の値にかかわらず HBV-DNA が陽性の症
例である．HBV-DNA が高値でも若年で ALT が正常
である無症候性キャリア，あるいは HBV 感染が終息
に近づいていると判断される非活動性キャリアは治療
対象にはならない．

ただし，非活動性キャリアとの判定には注意が必要
である．一般には ALT 正常かつ HBe 抗原陰性であれ
ば「B 型肝炎は落ち着いていますね」などと判断され，
経過観察ないし「もう来なくてもいいですよ」などと
いわれることがあるが，ALT 正常かつ HBe 抗原陰性
であっても，HBV-DNA 高値の症例は比較的高い肝発
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癌リスクを有しているからである．ALT・HBe 抗原
に加えて HBV-DNA をも測定し，HBV-DNA が低値

（4.0 Logcopies/mL（2,000 IU/mL）未満）であること
を確認する．それも 1 年以上の観察期間のうち 3 回以
上の血液検査において確認して，はじめて「非活動性
キャリア」と診断し，無治療のまま経過観察，という
判定ができる．

核酸アナログの臨床への導入から早くも 15 年が経
過しているにもかかわらず，B 型肝炎からの発癌はな
かなか減少してこない．これはおそらく安易に非活動
性キャリアとの診断がなされ，本来，抗ウイルス治療
を行うべき症例がきちんと治療されていないためでは
ないかとする意見もあり，非活動性キャリア（＝治療
適応外）との診断は厳密に行う必要がある．

（2）　治療薬
B 型肝炎に対して使用されている抗ウイルス薬は

IFN（ペグインターフェロン，Peg-IFN）と核酸アナロ
グであるが，透析患者に対して IFN が使用されるこ
とはまずないため，ここでは核酸アナログに限定する．

現在，市販されている核酸アナログは，ラミブジン，
アデホビル，エンテカビル，テノホビル（テノホビル-
ジソプロキシル-フマル酸塩，TDF）の 4 種類である．
しかし，高い耐性変異ウイルス出現リスクのため，ラ
ミブジン・アデホビルが第一選択として使用されるこ
とはほとんどない．現在の第一選択薬はエンテカビル

（バラクルード®）とテノホビル（テノゼット®）であ
る．いずれも有効性・安全性が高く，耐性変異出現リ
スクはきわめて低い．なお，2017 年には TDF のプロ
ドラッグであり，TDF よりも安全性が高いとされる
テノホビル-アラフェナミド（TAF）が国内で発売さ
れる予定である．

1-2　HBV に感染した透析患者の治療

透析患者において抗ウイルス治療の適応を決定する
場合，ALT が非透析患者よりも低値になることに留
意する必要がある．このため，非透析慢性肝炎患者で
使用されている「ALT 31 U/L」かつ「HBV-DNA 4.0 

Logcopies/mL（2,000 IU/mL）以上」という治療適応
基準は使用できず，原則として「HBV-DNA 4.0 Log-

図 1　HBV 持続感染者の自然経過
　　　　　　　　　　　　　　　 （参考 URL ‡2 より転載）
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copies/mL（2,000 IU/mL）以上」であれば治療対象と
考えるべきである．血小板数が 15 万未満の症例や，
画像所見で肝硬変とまではいかずとも肝線維化進展が
疑われる症例では，積極的に抗ウイルス治療を施行す
る．

透析患者に対する治療は核酸アナログ，しかもエン
テカビルとテノホビル（TDF）が中心となる．しかし，
この両剤はいずれも腎排泄の薬剤であり，腎機能障害
患者・透析患者では減量が必要である．透析患者の場
合，添付文書上エンテカビル・テノホビル（TDF）と
もに週 1 回の服用が推奨されている．

2　C 型肝炎

2-1　現在の抗ウイルス治療

（1）　治療適応
C 型肝炎の治療適応は抗ウイルス薬の進歩により大

きく変化した．IFN による治療が中心だった頃には，
IFN に対する忍容性が事実上治療適応を決定していた
ため，忍容性の高い非高齢者，非肝硬変患者，合併症
のない症例などが抗ウイルス治療の対象となっていた．
透析患者も，IFN と併用されるリバビリン（RBV）の
透析患者への投与が禁忌とされていたこともあり，
IFN（Peg-IFN）単剤投与しか行うことはできなかっ
た．IFN と併用する DAA が市販されてからもその事
情は変わらず，透析患者は 2 型・低ウイルス量の患者
などを除き，事実上抗ウイルス治療の適応から外れて
いたといっても過言ではない．

これが大きく変わったのが 2014 年，IFN フリーの
経口 DAA であるダクラタスビル（DCV，ダクルイン
ザ®）＋アスナプレビル（ASV，スンベプラ®）が市販
されてからである．その後，2015 年にはソホスブビ
ル（SOF），SOF/レジパスビル（LDV）配合錠，オム
ビタスビル（OBV）/パリタプレビル（PTV）/リトナビ
ル（r）配合剤が次々と発売された．いずれも適切に
使用すれば持続的ウイルス排除（sustained virological 

response;  SVR）率が 95％ を超え，しかも安全性も高
く，高齢者，代償性肝硬変患者，合併症を有する患者
など，従来 IFN による治療を行うことができなかった
患者への投与も可能となるに至った．

これを踏まえ，日本肝臓学会 C 型肝炎治療ガイド
ラインでは‡1），現在，投与禁忌である非代償性肝硬
変症例，および合併症などのため生命予後が期待でき

ない症例を除き，年齢・ALT 値・線維化の程度・
HCV-RNA 量などにかかわらず，すべての C 型肝炎症
例が治療対象であるとしている．

ガイドラインにおける現在の治療フローチャートを
図 2 に示す．まずゲノタイプ（セロタイプ）1 型では，
初回治療例，あるいは IFN ベースの治療歴のある再
治療患者いずれにおいても，SOF/LDV（ハーボニ
ー®）ないし OBV/PTV/r（ヴィキラックス®）が第一
選択となる．ただし，SOF/LDV は重度の腎機能障害

（eGFR＜30 mL/分/1.73 m2），または透析を必要とす
る腎不全の患者に対する投与は禁忌である．また，
OBV/PTV/r は，NS5A 領域 Y93 にもともと変異があ
る症例では有効性が低下する（国内第Ⅲ相試験におけ
る SVR12 率は Y93 変異のなし・あり症例それぞれに
おいて 99.0％，83.0％）ため，ヴィキラックスを使用
するさいには事前に Y93 変異の有無を測定し，変異
がある場合には選択肢としない．また，NS5A 領域
Y93・L31 変異いずれも存在しない場合には DCV＋
ASV も選択肢となる．

OBV/PTV/r および DCV＋ASV はいずれも肝代謝
を受ける薬剤であり，腎機能低下例・透析例でも使用
可能である．また，両剤とも genotype 1b には有効で
あるものの genotype 1a に対する有効性は低いことが
知られているが，わが国では血液製剤による HCV 感
染例などを除きセロタイプ 1 型の症例の 99％ 以上が
genotype 1b であり，臨床的にはほとんど問題になら
ない．ただし，両剤とも薬剤相互作用の点から，併用
禁忌・併用注意となっている薬剤が多数存在し，こと
に OBV/PTV/r ではカルシウムチャネル拮抗薬が併用
禁忌・注意となっていることに留意する必要がある．

一方ゲノタイプ（セロタイプ）2 型の場合には，
SOF（ソバルディ）＋リバビリン（RBV）の併用が第
一選択であるが，SOF，RBV いずれも重度の腎障害
または透析患者では禁忌である．2016 年 9 月にはこ
れに加え，OBV/PTV/r と RBV の併用が 2 型慢性肝
炎に対して保険適用を得たものの，RBV が含まれるた
め重度の腎障害患者に対して使用することはできない．

2-2　HCV に感染した透析患者の治療

（1）　抗ウイルス治療の必要性
透析患者において HCV 感染は重大な問題である．

日本透析医学会の集計によれば，2014 年末現在，本
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邦における透析患者数は約 32 万人であるが，透析患
者における HCV 抗体陽性率は，2007 年の透析医学会
の調査では 9.84％1），2010 年の Ohsawa らの報告では
11.0％ であった2）．HCV 抗体陽性症例のうち HCV 持
続感染者の割合は，2007 年の透析医学会の調査では
64％（血中 HCV-RNA 陽性）1），Ohsawa らの報告では
58.9％（HCV コア抗原陽性）であり，後者では透析
患者全体における HCV 持続感染者の割合を 6.5％ と
報告している2）．

透析施設の厳格な感染コントロールにより，透析患
者における HCV 抗体陽性率は 1999 年以降年々低下
しているものの，男性，また，血液透析を長く受けて
いる患者ほど HCV 抗体陽性率が高い（表 1）1）．また，
透析期間が 10 年未満の患者における HCV 抗体陽性
率は低下しておらず，透析歴 2 年未満の患者でも 7.55

％ と高率である．これは透析開始後に HCV に感染し
たのではなく，透析開始前の HCV 感染が腎機能の悪

化に寄与している可能性を示唆する．
また，透析患者では HCV 感染のため生命予後が不

良である．Fabrizi らのメタ解析では，七つの臨床研
究 11,589 例の検討で，HCV 感染透析患者の生命予後
が HCV 非感染透析患者に比して有意に不良であり，
相対リスクは 1.34 であったことが示されている．ま
た，HCV 感染者では非感染者と比較して，肝細胞癌
や肝硬変など肝疾患に関連した死因が 5.89 倍多い3）．
さらに，腎移植を予定している HCV 感染透析患者に
対して，移植前に抗ウイルス療法を行うことにより，
移植後の腎機能や生着率，生存率が改善する可能性が
報告されている．

以上を踏まえ，CKD 患者・透析患者においては，
積極的に抗ウイルス治療を行うべきである．付言すれ
ば，透析患者における抗ウイルス療法は HCV 感染者
本人の生命予後を改善するのみならず，感染源をなく
すという意味もある．現在，透析患者における新規

図 2　ゲノタイプ 1 型 C 型慢性肝炎に対する治療フローチャート
　　　　　　　　　　　　（参考 URL ‡1 より転載）
※ 1　高齢者，線維化進展例などの高発癌リスク群は早期に抗ウイルス療法を行う．
※ 2　RBV 併用をしない Peg-IFN（IFN）単独の既治療例は初回治療に含む．
※ 3　重度の腎機能障害（eGFR＜30 mL/ 分 /1.73 m2）又は透析を必要とする腎不全の患者に対する SOF

の投与は禁忌である．
※ 4　Genotype1a に対する OBV/PTV/r の有効性は確立していない．原則としてカルシウム拮抗薬の併用

は推奨されない．CYP3A，P-gp，BCRP，OATP1B1/1B3 を基質とする薬剤との併用にあたっては用量調
節を考慮する（資料 3 参照）．OBV/PTV/r 治療前には，極力 Y93 変異を測定し，変異がないことを確認
する．OBV/PTV/r 治療が非著効となった場合に惹起される多剤耐性ウイルスに対しては，現時点で確
立された有効な治療法はないことを考慮に入れる．

※ 5　Genotype1b は DCV/ASV も選択肢となる．ただし，DCV/ASV 治療前には，極力 Y93/L31 変異を測
定し，変異がないことを確認する．また，DCV/ASV 治療が非著効となった場合に惹起される多剤耐性
ウイルスに対しては，現時点で確立された有効な治療法はないことを考慮に入れる．

※ 6　治療法の選択においては，IFN-based therapy には発癌抑制のエビデンスがあることを考慮する．
※ 7　IFN 未治療の低ウイルス量例は適応外である．
※ 8　Peg-IFN（IFN）単独療法ならびに RBV 併用療法の再燃例．

1 型

初回治療
Peg-IFN（IFN）/RBV
治療歴なし※2

1．・SOF/LDV（重度腎障害なし）※3
　　・OBV/PTV/r（Y93 変異なし）※4
2．DCV/ASV（Y93/L31 変異なし）※5
3．SMVまたは VAN/Peg-IFN/RBV併用※6 ※7
　　　　　（IL28B major type）

1．・SOF/LDV（重度腎障害なし）※3
　　・OBV/PTV/r（Y93 変異なし）※4
2．DCV/ASV（Y93/L31 変異なし）※5
3．SMVまたは VAN/Peg-IFN/RBV併用
　　　　　（前治療再燃例※6 ※8）

C型慢性肝炎ゲノタイプ 1型※1
（DAA治療歴なし）

再治療
Peg-IFN（IFN）/RBV

治療歴あり
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HCV 感染のほとんどは院内感染と考えられており，
院内感染防止の観点からも HCV 感染者への抗ウイル
ス療法を検討すべきである4）．

（2）　抗ウイルス治療の実際
日本肝臓学会による「C 型肝炎治療ガイドライン第

5 版」では，日本透析医学会の協力を得て，CKD ス
テージ別の IFN フリー DAA 製剤治療推奨が掲載され
ている（表 2）．

まず，セロタイプ 1 型の場合，eGFR＜30 mL/分
/1.73 m2 の症例では SOF/LDV が使用できない．一方，
DCV＋ASV は日本人 HCV 感染透析患者を対象とした
臨床試験によって有効性・安全性が確認されてお
り5, 6），NS5A 変異がない症例であれば DCV＋ASV が
推奨される．もう一つの肝代謝 DAA である OBV/

PTV/r も，添付文書上，透析患者に対する使用が可
能であるが，国内第Ⅲ相試験において eGFR＜50 mL/

分/1.73 m2 未満の患者が対象となっておらず安全性が
担保されていないこと，および透析患者で頻用されて

いるカルシウムチャネル拮抗薬が併用禁忌・注意とな
っていることから，当面治療推奨とされていない．今
後の国内での使用経験の蓄積が待たれるところである．

なお，2016 年 9 月には，セロタイプ 1 型に対する
新たな IFN フリー DAA であるエルバスビル（EBR）
＋グラゾプレビル（GZR）併用療法が承認された．
EBR＋GZR はいずれも肝代謝であり，海外では透析
患者に対する臨床試験が行われ，有効性・安全性が確
認 さ れ て い る7）．EBR＋GZR は OBV/PTV/r お よ び
DCV＋ASV 同様，NS3/4A＋NS5A を標的とする薬剤
であるが，NS5A 領域に変異が存在する場合でも
SVR12 率は 93％ 程度と比較的良好である．日本人透
析患者に対する使用成績が蓄積され，有効性・安全性
が確認されれば，透析患者に対する第一選択となる可
能性がある．

一方，セロタイプ 2 型では，SOF，RBV ともに腎
障害患者では使用禁忌であることから，SOF＋RBV

併用，および OBV/PTV/r＋RBV 併用のいずれもが透
析患者に対しては禁忌であり，抗ウイルス治療として

表 1　透析歴と HCV 抗体陽性率の推移

透析歴 2 年未満 2 年～ 5 年～ 10 年～ 15 年～ 20 年～ 25 年～

HCV 抗体
陽性率 7.55％ 7.90％ 7.86％ 7.77％ 10.75％ 23.32％ 44.81％

（参考 URL ‡1 より転載）

表 2　CKD ステージ別の IFN フリー DAA 製剤治療推奨＊1

セロ
タイプ

CKD
ステージ 3 4 5 5D

eGFR
（mL/分/ 

1.73 m2）
30～59 15～29 ＜15

（腎不全） （透析例）

1 型

NS5A
変異あり

SOF/LDV （推奨なし） （推奨なし） （推奨なし）

NS5A
変異なし＊2

1.SOF/LDV 
（OBV/PTV/r ＊3）

2.DCV/ASV
DCV/ASV DCV/ASV DCV/ASV

2 型
1.SOF＋RBV ＊4

2.OBV/PTV/r＋
RBV ＊3

（適応外） （適応外） （適応外）

＊1　肝硬変患者や高齢者では，肝によるクレアチンの合成が低下していることに加えて筋肉量が減少している
ため，クレアチニン（Cr）に基づく GFR 推定値（eGFRcreat）では真の GFR を過大評価する可能性がある9）．
一方，腎機能評価の新たなバイオマーカーであるシスタチン C（CysC）は，筋肉量，年齢，肝機能などの影響
を受けないため，高齢者や肝硬変患者では CysC 値に基づき算出した eGFRcys の方が真の GFR との相関は良
いと報告されている10）．

＊2　 OBV/PTV/r 使用前には Y93 変異，DCV/ASV 使用前には Y93 変異・L31 変異がないことを確認する．
＊3 　OBV/PTV/r の国内第 3 相試験では eGFR 50 mL/分/1.73 m2 未満の腎障害患者は対象となっておらず，

CKD ステージ 4 以上の症例に対する使用についてのエビデンスがない．
＊4 　SOF/RBV は CCr が 50 mL/分以下の症例では禁忌である．なお，CCr（mL/分）（＝尿中 Cr（mg/dL）×尿

量（mL/日）/血清 Cr（mg/dL））から eGFR を推算する式として，eGFR＝0.719×CCr が使用されている．
（参考 URL ‡1 より改変，転載）
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は Peg-IFN 単独治療が主体となる．国内で行われた
Peg-IFNa2a 単独療法の前向き多施設共同研究8）によ
れば，治療前の HCV-RNA が 6.5 Log IU/mL の症例に
限定した場合，Peg-IFNa2a 単独療法による SVR は 88

％（7/8）と高率であり，高い治療効果が期待できる．

おわりに

以上，透析患者に対する肝炎ウイルス治療について
概説した．現在では HBV・HCV いずれにおいても高
い治療効果をもつ薬剤が市販され，多くの透析患者で
HBV の抑制，HCV の排除が可能となったものの，
HBV では発癌抑止が十分ではないこと，HCV ではセ
ロタイプ 2 型患者に対して使用可能な IFN フリー
DAA 製剤が存在しないことが問題である．しかし，
少なくとも後者については 2017 年以降も新規薬剤の
承認・販売が予定されており，セロタイプ 2 型患者で
も使用可能な薬剤が登場するのも遠くはないと期待さ
れる．
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要　旨

バスキュラーアクセス関連感染症は日常臨床上多く
みられ，バスキュラーアクセス管理での重要課題の一
つである．特に，人工物が留置された人工血管症例や
カテーテル留置症例では重篤になる例もあり，早期発
見と敗血症への進行を念頭に置いた治療が必要である．

はじめに

わが国の透析患者数は若干頭打ちの傾向をみせなが
らも増加を続けており，2014 年 12 月末の患者数は
320,448 名となった．そのうち 97％ が血液透析を受け
ており，バスキュラーアクセス（VA）管理の日常重
要性も増してきている1）．理想的な VA は 1 回の作製
で終生，全身的合併症あるいは局所的合併症のないも
のであるが，実際には数多くの合併症が経験される．
それらは血流量不足，狭窄，血栓形成，穿刺部の感染
症，瘤形成，静脈高血圧，スチール症候群，血流量過
剰，血液再循環，穿刺困難および穿刺部限局などがあ
げられる2）．

本稿では VA 関連感染症について述べるが，その感
染症は穿刺部に限らず自己血管内シャント（AVF）の
近辺あるいは人工血管（AVG），また透析用カテーテ
ルにも起こる．AVF よりも人工物が体内に留置され
る AVG あるいはカテーテルにおいて，その頻度は多
く，重篤さも同様である．

1　感染に対する診断と評価3）

2005 年の「慢性血液透析用バスキュラーアクセス
の作製および修復に関するガイドライン」には以下の
ように述べられている．

①　感染の危険性の高いものは，血管内カテーテル
留置，AVG，AVF の順である．

②　感染のリスクファクターとしては，カテーテル
の長期留置，鼻腔と皮膚の MRSA 保菌者，低ア
ルブミン血症，高齢者，糖尿病患者である．

③　感染の局所所見として，圧痛，浮腫，熱感，硬
結，排膿，皮膚びらんの有無を観察する．

④　全身所見として，発熱，白血球増多症，CRP

の上昇を観察する．
⑤　必ず創部培養，および血液培養を行う．

2　AVF 感染症

AVF 感染症は穿刺部に起きることが多いが，穿刺
と関係なく起きる場合もある（図 1）．しかしながら
穿刺部を含め，抗生剤の投与と局所の冷罨法などの保
存的治療が奏功することが多い4）．これは 2 週間から
4 週間の加療が必要である．しかしそれ以上が経過す
る，あるいは発熱など全身症状が現れた場合，手術で
の解決が必要である．時に排膿はできてもシャント直
上で破裂の危険性がある場合もある（図 2）．このよ
うな時には，感染部をテープで隔離したうえでルート
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の変更ができる（図 3）．AVF の確保と感染の両方を
一期的に解決する再建ドレナージ手術が望まれる．瘤
部に感染した場合も同様である（図 4）．またすでに
閉塞した AVF が感染した場合，保存的治療で治癒す
ることが容易ではないため，シャントの広範な抜去と
ドレナージが必要である（図 5）．

3　AVG 感染症

近年，透析患者の高齢化に伴い VA として人工血管
が必要な症例が増加している．さらに透析歴の長期化
もそれに拍車をかけている．人工血管の最も忌み嫌う
べき合併症は感染であり，時には死亡につながる事も
ある．早期でごく浅い感染症であれば保存的加療も効

図 1　AVF 感染
シャント上に発赤がみられる．

図 2　AVF 感染
シャント直上で排膿しており破裂の危険がある．

図 3　AVF 感染
感染部を隔離してルートの変更を行った．

図 4　AVF 感染
感染部は瘤であったため破裂した．

図 5　閉塞 AVF 感染
広範なシャント抜去が必要である．
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果があるが，手術を要するものが多い．
手術法の原則は一期的に人工血管バイパス術を行い，

感染部を長めに抜去してドレナージを行う方法であ
る5）（図 6）．一方，感染が広がっている例や閉塞した
人工血管に感染した場合は全抜去を原則とする（図 7，
8）．人工血管感染の 3 分の 1 は遺残グラフトとの報
告がある6）．2008 年から 2014 年までに，われわれが
行った感染人工血管手術例は 123 例であった．男性
63 名，女性 60 名で，人工血管留置部位は前腕 77 例，
肘部 18 例，上腕 6 例，上肢全体 1 例，大腿 21 例であ
った．

図 6　AVG 感染
感染部を隔離，バイパスを行いドレナージする．

図 7　広範な AVG 感染

図 8　手術記録
グラフトを全抜去して動脈と静脈の再建を行った．
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人工血管バイパスと部分抜去を行ったそのうち 14

例では感染の遷延で再手術が必要であった．再手術を
行った例と行わなかった例で比較しても，白血球数，
CRP，手術時間，手術待機期間，糖尿病の有無，発熱
の有無で有意差は認めなかった．したがって，その原
因としては，バイパス術施行時には感染部より 3 cm

以上離れた部位にバイパス部をおいているが，その距
離の問題かあるいはドレナージの不十分かが考えられ
慎重な対応が必要と考えられた．

人工血管感染の起因菌は 43％ が MRSA で一番多く，
ついでブドウ球菌が 15％ であった（図 9）．このこと
から，われわれの施設における，あるいは透析患者
246 名の鼻腔培養を行ったが，Staphylococcus が 28％
と最も多く MRSA 保菌者は 1％ のみであった（図 10）．
保菌者は多くはないがいったん感染すると強毒性を発
揮することが考えられた．あるいは他からの持ち込み
も考慮する必要がある．

人工血管感染手術 123 例のうち 4 名は死の転帰をと

図 10　維持透析患者の鼻腔内細菌培養
鼻腔培養 246 名のうち Staphylococcus が 28％ と最も多く，MRSA は 1％ であった．

N=246 
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図 9　人工血管感染症例の起因菌
33 例の人工血管感染の起因菌は MRSA が 43％ と最も多く，次いで Staphylococcus が 15％ であった．
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った．3 例は大腿，残り 1 例は前腕の症例であった．
大腿例の 3 例は各々 78 歳，82 歳，85 歳であった．そ
のいずれもが局所感染治癒が遅れ敗血症となったもの
である．前腕の症例は 60 歳でいったん治癒したかに
みえた．しかしながら，ダブルルーメンで透析を行っ
ていたが約 2 カ月後に発熱がみられた．このためダブ
ルルーメンを抜去したが敗血症で死亡した．カテーテ
ル培養で MRSA が検出され，以前の前腕人工血管部
にも感染の再発がみられていた．

人工血管感染症例ではバイパスと感染部部分抜去と
ドレナージで治癒することも少なくないが，感染持続
例もあり手術前後の観察が重要である．また敗血症で
死亡する例もあり特に高齢者では注意が必要である．

4　透析用カテーテル感染

長期透析患者，高齢透析患者，糖尿病透析患者の増
加に伴い，全身の血管荒廃や高度の動脈硬化，心機能
の低下した患者が増加しており，カテーテル留置によ
り透析継続を余儀なくされる症例も多くなっている．

透析用カテーテルは一時的使用を目的とし，概ねそ
の期間を 1 カ月程度とした非カフ型カテーテルと，ブ
リッジユース7），あるいは長期使用を目的としたカフ
型カテーテルに分けられる．非カフ型カテーテルが 1

本でその目的を達成できるのは，われわれの症例 300

例の検討では 92％ であり，残りは感染，血流不全で
2 回目以上の入れ替えを要した．非カフ型カテーテル
の感染では抜去する前に十分透析を行い，抜去後 2～
3 日後の再留置がよいと考えられる．

カフ型カテーテルの感染には出口部感染，トンネル
感染および血流感染がある8）．いずれも抗生剤の治療
を行うが，出口部およびトンネル感染ではさらにアン
ルーフィングを行う（図 11）．それで治癒しなければ
感染のない部分からの出口部変更が行われる．場合に
よっては全抜去が必要となることもある．

血流感染では全抜去が行われるが，敗血症となり死
亡する例もみられ，グラフト感染と同様，高齢者には
注意を要し早期の対策が望まれる．

おわりに

VA 関連感染症は忌むべき合併症の一つである．透
析患者，特に高齢者は感染に弱いため敗血症への進行
を念頭に置く必要がある．また VA 関連感染症には予
防も重要であり，透析前の VA 部の洗浄，穿刺前の無
菌的対応も必要である9）, 10）．

図 11　カフ型カテーテル出口部感染
アンルーフィングでいったん収まったがその後トンネル感染が出現，出口部変更を行った．

出口部感染

出口部治癒

切開後

トンネル感染
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要　旨

2013 年 1 年間の本邦の PD 関連腹膜炎の実態調査を
行い解析した．腹膜炎発症率は 0.195 回/年であった．
腹膜炎の原因は，不明，バッグ交換時汚染，内因性感
染の順であり，不明が 38.1％ と最も多かった．起炎菌
は培養陰性 23.4％，Streptococcus sp. 13.4％，Staphy-

lococcus aureus 9.3％ の順であった．培養方法は血液
培養ボトル使用 50.9％，排液沈殿物の濃縮培養 31.7％，
直接培地培養法 12.7％ であった．濃縮培養法は他の
方法に比べ培養陰性率は低い傾向にあった．Empiric 

therapy の抗菌薬投与は 75.2％ で 2 種の抗菌薬を使用
していた．投与方法は腹腔内 51.4％，経静脈 46.4％，
経口 2.2％ であった．二次治療薬も含めた投与総期間
は 16.5±9.3 日，84.7％ が PD を継続，14.7％ が PD 離
脱（うち 1.1％ が死亡）であった．抗菌薬の投与法に
より予後には差を認めた．PD 離脱に影響を与える因
子は MRSA，グラム陰性菌，出口トンネル感染からの
腹膜炎の三つで，各々のオッズ比は 2.97，5.83，5.29

であった．延べ患者数が多い施設，認定看護師が多い
施設ほど腹膜炎の発症率は少ない傾向にあった．これ
らの結果より，本邦の腹膜炎対策としてさらなる検討
を加える必要があるいくつかの課題が抽出できた．

1　はじめに

腹膜透析（PD）は体外循環がないため心循環系へ
の負担が少なく，在宅で患者の生活スタイルにあわせ

て治療ができるなどメリットは大きい．しかし PD の
離脱理由として以前より腹膜炎は大きな部分を占めて
おり，PD 継続を左右する合併症である．2009 年に日
本透析医学会の統計調査に PD レジストリー1）が追加
され，本邦での PD 関連腹膜炎の発症頻度は毎年報告
されているが，その詳細についての調査はなされてい
ない．

2013 年 1 年間の腹膜炎の実態についてアンケート
調査を行い，本邦の PD 関連腹膜炎の特徴・問題点な
どをまとめた．

2　アンケート方法および患者背景

2-1　方法および腹膜炎発症頻度

日本腹膜透析医学会施設会員 248 施設へアンケート
を送付し，114 施設より回答を得た．のべ患者数 3,042

名，総観察期間 31,686 患者月，腹膜炎合併患者数 516

名であり，腹膜炎の頻度は 0.195 回/年であった．こ
れは 2013 年の PD レジストリーの 0.22 回/年の報告
とほぼ同様であった．

2-2　腹膜炎患者の基本データ

466 名，544 回の腹膜炎については詳細なデータが得
られた．年齢，性別，原疾患，発症時の PD 歴，2013

年 1 年間の腹膜炎回数などを表 1 に示す．

透析医療における Current Topics 2016（東京開催）
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2-3　腹膜炎患者のバッグ交換方法と 

既往腹膜炎回数との関連

透析バッグ交換方法は手動 206 例，デバイス使用
303 例であった．これらの患者の 2012 年以前の既往
腹膜炎回数のデータが得られ（手動の 2 名は回数不
明），交換法と腹膜炎回数の関連を検討したが，手動・
デバイス使用による既往腹膜炎回数に差は認められな
かった．（表 2）

3　原　因

3-1　腹膜炎の原因

腹膜炎の原因別患者例を図 1 に示す．不明，バッ

グ交換時汚染，内因性感染の順であり，不明が 38.1％
と最も多かった．腹膜炎は治療とともに再発防止が重
要であり，そのためには原因追及が大事であるが，多
くの症例で原因不明であり，再発防止につながってい
ない症例が多い事が問題であった．

4　起炎菌

4-1　起炎菌の内訳

起炎菌の内訳は，グラム陽性菌 48.3％，グラム陰性
菌 20.8％，その他 30.9％ であった．起炎菌の多い順で
は培養陰性 23.4％，Streptococcus sp. 13.4％，Staphy-

lococcus aureus 9.3％ の順であった（表 3）．国際腹膜

表 2　バッグ交換方法と 2012 年以前の既往腹膜炎回数

腹膜炎既往回数 7 6 5 4 3 2 1 0

手動（人） 1 3 2 9 13 29  57  90
機械（人） 1 2 1 10 16 37 104 132

P＝0.7

図 1　腹膜炎の原因
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207（38.1%）

130（23.9%）

 58（10.7%）

 55（10.1%）

 32（5.9%）

 29（5.3%）

 23（4.2%）

 10（1.8%）

表 1　腹膜炎患者 466 名（544 回）の基本データ

年齢 平均 65.2±14.0 歳 　4～8 年 118 例（21.7％）
男/女/記載なし 296/167/3 　8 年以上  28 例（ 5.1％）
原疾患 　不明   5 例（ 1.0％）
　糖尿病 159 例（34.1％） 2013 年 1 年間の腹膜炎回数
　慢性糸球体腎炎 131 例（28.1％） 　1 回 407 例
　腎硬化症  62 例（13.3％） 　2 回  43 例
　多発嚢胞腎  18 例（ 3.9％） 　3 回  13 例
　その他  89 例（19.1％） 　4 回   3 例
　不明   7 例（ 1.5％） 既往腹膜炎回数 平均 0.85±1.20 回
発症時の PD 歴 平均 36.1±32.7 カ月 　なし 236 名
　1 年未満 134 例（24.6％） 　1 回 139 名
　1～2 年 119 例（21.9％） 　2/3/4/5/6/7 回 44/22/13/2/5/1 名
　2～4 年 140 例（25.7％） 　不明 4 名
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透析学会（ISPD）の腹膜炎ガイドライン2）では，培養
陰性は 20％ 未満にすることが望ましいとしているが，
今回の調査では培養陰性が 23.4％ もあり問題点であ
った．

腹膜炎の原因別の起炎菌は図 2 に示すように，バ
ッグ交換汚染では Streptococcus sp，内因性感染では
Streptococcus sp，E. coli，出口・トンネル感染では

Staphylococcus aureus が多かった．

4-2　培養方法

起炎菌同定の培養方法は図 3 に示すように，血液
培養ボトル使用 50.9％，排液を遠心し沈殿物を培養す
る濃縮培養 31.7％，排液を直接培地に培養する方法

図 2　腹膜炎の原因と起炎菌
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表 3　起炎菌ランク

起炎菌 例　数

培養陰性 131（23.4％）
Streptococcus sp.  75（13.4％）
Sraphylococcus aureus  52（ 9.3％）
その他  35（ 6.3％）
MRSA  34（ 6.1％）
Staphycoccus epidermidis  30（ 5.4％）
E. coli  25（ 4.5％）

図 3　培養方法
（重複あり）
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図 4　培養方法による培養陽性率
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12.7％ の順であった．ISPD では培養検出率をあげる
ためには濃縮培養が理想的としているが，今回の調査
では施行施設は約 30％ と低率であり，これが培養陰
性率高値につながる可能性も考えられた．このため培
養法による陽性率を比較したが，濃縮培養法では他の
方法に比べ培養陰性率は低い傾向にあるものの，統計
学的には差が認められなかった（図 4）．

5　抗菌薬治療

5-1　抗菌薬の内容

診断確立前に投与を開始する Empiric therapy での
抗菌薬治療（図 5）は 540 例でデータが得られ，使用
頻度の多い抗菌薬は CEZ，CAZ，VCM であり，406

例（75.2％）で 2 種の抗菌薬を使用していた．最多の
組合わせは CEZ＋CAZ で 112 例であった．二次治療
薬は VCM，MEPM，LVFX などが多かった．Empiric 

therapy の投与期間は 8.0～8.9 日，二次治療薬も含め
た投与総期間は 16.5±9.3 日であった．

Empiric therapy の投与方法は腹腔内 51.4％，経静
脈 46.4％，経口 2.2％ であった．ISPD ガイドライン

では，投与法は腹腔内投与のほうが経静脈透析より有
効であり腹腔内投与をリコメンドしているが，今回の
調査では腹腔内投与は約半数にとどまっていた．

5-2　治療結果

表 4 に示すように，治癒しそのまま PD 治療を継続
したもの，およびカテーテル入替により治癒し PD を
継続したものを併せて 461 例（84.7％）が PD を継続
した．80 例（14.7％）が PD 離脱となりこのうち 6 例

（1.1％）が死亡であった．

5-3　PD 離脱例の起炎菌

PD 離脱例の起炎菌は多い順に，培養陰性 15 例，
MRSA 12 例，E. Coli 6 例，その他の菌 6 例，グラム陰
性菌 6 例，Staphylococcus aureus 6 例，Pseudomonas 

sp. 5 例，Streptococcus sp. 5 例，Enterococcus sp. 3 例
であった．死亡例の起炎菌は培養陰性 1 例，MRSA 2

例，E. Coli 1 例，その他の菌 1 例，Pseudomonas sp. 1

例であった．PD 離脱や死亡例の起炎菌は従来より予
後不良といわれている菌であることがわかった．

表 4　治療結果

治癒（PD 継続） 442（81.3％） PD 継続
461（84.7％）カテーテル入替（PD 継続）  19（ 3.5％）

PD 離脱（カテ抜去有）  56（10.3％）
PD 離脱

80（14.7％）PD 離脱（カテ抜去無）  18（ 3.3％）
死　亡   6（ 1.1％）
記載なし   3（ 0.6％）

⎫
⎬
⎭
⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

図 5　Empiric therapy での抗菌薬の種類

抗菌薬 1 （540 例） 抗菌薬 2 （406 例）
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5-4　抗菌薬投与法と治療経過

予後と抗菌薬投与方法との関連を調査したところ，
図 6 のように，経口投与法は死亡，カテーテル植え替
えが多く，PD 継続の割合が少なかった．腹腔内投与
に比べ静脈投与は死亡がやや多かった．カイ二乗検定
では p＜0.0001 で有意となり，抗菌薬の投与方法は予
後に影響を与えるという結果が得られた．

5-5　治療効果と治療期間

全患者の抗菌薬による治療期間は 16.5±9.3 日であ
った．各治療効果別の治療期間を表 5 に示す．カテー
テル入替により PD 継続した群，カテーテル抜去し PD

離脱した群は，治癒し PD 継続とした群に比べ有意に

抗菌薬投与期間が長かった．これらの結果より，外科
的治療への変更決定時期が妥当であるかどうか今後検
討すべきであると思われた．

5-6　PD 離脱に及ぼす因子

PD 離脱に影響を及ぼす因子を検討するために，目
的変数を治療効果，説明変数を年齢，性，PD 歴，原
疾患（糖尿病/非糖尿病），腹膜炎原因，起炎菌，抗菌
薬投与経路，既往腹膜炎回数，総治療日数とした多変
量解析を行った．PD 離脱に影響を与える因子は MRSA，
グラム陰性菌，出口トンネル感染からの腹膜炎の三つ
であり，オッズ比は各々 2.97，5.83，5.29 であった（表

6）．

図 6　抗菌薬投与法と治療経過
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表 5　治療効果別の治療期間

治療結果 例　数 治療期間（日）

治癒（PD 継続） 442（81.3％） 15.4±7.6
カテーテル入替（PD 継続）  19（ 3.5％） 25.9±14.5†1, †2

PD 離脱（カテ抜去有）  56（10.3％） 21.5±12.9†1, †2

PD 離脱（カテ抜去無）  18（ 3.3％） 21.1±16.7
死　亡   6（ 1.1％） 10.3±5.5
記載なし   3（ 0.6％）

†1　P＜0.05 vs 治癒
†2　P＜0.05 vs 死亡

表 6　PD 離脱に影響を及ぼす因子

治療効果 オッズ比 95％ 信頼区間 P 値

MRSA 2.97 1.07～7.78 0.0036
その他のグラム陰性菌†1 5.83 1.69～19.15 0.0063
出口トンネル感染 5.29 2.22～12.70 0.0002

†1　Pseudomonas sp, Serratia sp, Alcaligenes sp, E. coli, Neisseria sp, Stenotroph-
omonas m, Acinetobactor sp, Klebsiella sp, Citrobacter sp　以外
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6　患者教育

多くの患者を診察している施設は，少ない患者数の
施設に比べ腹膜炎発症率が低いとの報告3）や，ベテラ
ンと経験の浅い看護師の教育による腹膜炎発症率は異
なるとの論文4）がある．このため，今回の調査では，
各施設での 1 年間の延べ PD 患者数と腹膜炎発症率に
ついての関連をみた（図 7）．統計上有意ではなかっ
たが，延べ患者数が少ないほど腹膜炎発症率は高い傾
向にあった．また各施設の認定看護師の数と腹膜炎発
症率について関連をみると（図 8），認定看護師数が
多い施設ほど腹膜炎発症率は少ない傾向にあった．こ
れらの結果は，多くの患者をみて経験が多い施設ほど，
またベテランの看護師が多い施設ほど腹膜炎は少なく，
十分な患者教育がなされている可能性が考えられた．

7　考　察

2011 年に各国の PD 腹膜炎発症率は 0.17～0.77 回/

年と報告5）されており，今回の腹膜炎発症率は 0.195

回/年と世界的に良い結果であった．日本透析医学会
の統計調査の腹膜レジストリーでの腹膜炎発症率は，
2012 および 2013 年は各々 0.21，0.22 回/年となって
おり，今回の調査とほぼ同じであり，本邦の腹膜炎発
症率は低いレベルを維持していると思われた．しかし，
今回のアンケート調査では，いくつかの点で本邦の腹
膜炎の問題点が明らかとなり，今後取り組むべき課題
が見えてきた．

まず診断の点では原因不明が多く，今後の腹膜炎再
発防止につながらない症例が多いことがあげられる．
腹膜炎発症時は治療だけでなく，原因検索を十分に行
う必要がある事を啓蒙するべきである．

また原因菌の同定については，培養陰性の症例が多
く，その原因の可能性として排液の遠心分離培養をし
ていない施設が多いことが問題点としてあげられる．
培養陽性率の向上にはどのような方法がよいか検討が
必要である．

治療においては，抗菌薬の投与方法の約半数が腹腔
内投与ではなかった点があげられる．さらには経口投
与もあり，これは明らかに治療成績が悪いことが今回
明らかとなり，今後，抗菌薬の投与法についても各施
設で検討が望まれる．PD 離脱となりやすい菌は MRSA，
E. Coli, Staphysococcus aureus, Pseudomonas sp. など
であった．これらの菌が原因菌である場合，腹膜温存
のために，早期のカテーテル入替などの外科的処置も
念頭に置く必要があると思われた．カテーテル入替後
PD 継続例，およびカテーテル抜去にて PD 離脱例で
は有意に抗菌薬投与日数が長く，外科的治療の決断時
期について検討する必要があると思われた．

患者数の多い施設やベテラン看護師が多い施設は腹
膜炎発症率が低い傾向にあり，患者教育として医師，
看護師の育成も重要であることが改めて示された．今
後はこれらの問題点について腹膜透析医学会を中心と
して検討を行い，本邦のよりよい腹膜透析治療を目指
していきたい．
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図 7　施設規模（PD 患者数）と腹膜炎発症率
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要　旨

第 21 回透析保険審査懇談会を平成 28 年 6 月 10 日
（金）19～21 時，大阪大学中之島センター講義室 703

で行いました．事前に行ったアンケート（検討事項：
80 件，要望事項など：113 件）のうち主な討論内容を
ここに報告します．

はじめに

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

1　検討事項

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

1-1　基本診療料

①　平成 28 年の改定より，J038 人工腎臓は，短期
滞在手術等基本料 3 の包括の対象とならず，別に
算定可能となったが，人工腎臓に使用する特定保
険医療材料は，包括対象のままでしょうか．

②　短期滞在手術基本 3 の包括でネスプは入ってい

るが，他の ESA が入っていないのは疑問です．
エポエチン aなどは何故いけないのか．

③　J038 人工腎臓の「3　その他の場合」はダイア
ライザと透析液等の薬剤も算定可能でしょうか．

④　短期滞在手術基本料の算定に PTA 術も今回の
診療報酬改定で算定可能となったが，診療所も短
期手術①，②も算定可能だが施設基準の麻酔科の
医師は手術当日のみでよいか．

［討論内容］　今回の改定で，短期滞在手術等基本料
の対象となる手術の拡大にともない，K616-4 経皮的シ
ャント拡張術・血栓除去術が対象手術に含まれること
となりました（マ K616-4 経皮的シャント拡張術・血
栓除去術 37,588 点）．また，短期滞在手術等基本料の
包括とされた部分の出来高実績点数に応じた評価の見
直しとして，包括範囲から以下が除外された（人工腎
臓，エリスロポエチン（人工腎臓又は腹膜灌流を受け
ている患者のうち，腎性貧血状態にあるものに対して
投与された場合に限る．），ダルベポエチン（人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者のうち，腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場合に限る．））．

特定保険材料であるダイアライザが算定可能かは，
ほぼ同じ表現である回復期リハビリテーション病棟，
地域包括ケア病棟でのダイアライザの算定が，3 月 31

日の疑義解釈通知により可能となったことから，算定
できると解釈すべきと考えられました．実際にその後，
支払い基金から出された Q & A において，「短期滞在
手術等基本料 3 の包括されない項目に「人工腎臓」と
あるが，人工腎臓手技料のみ出来高算定できるのか」

医療制度・医療経済

第 21 回透析保険審査委員懇談会報告

太田圭洋

日本透析医会適正医療経済・制度調査研究委員会
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との問いに「特定保険医療材料については算定可能．
薬剤については J038 人工腎臓の 1 および 2 の場合に
は，当該薬剤の費用は所定点数に含まれており，別に
算定できないが，J038 の 3 の場合には，算定可能」
とされました．

診療所においては，この短期滞在手術等基本料 3 は
算定することはできません．

今回の議論において短期滞在手術等基本料の通知の
（5）の解釈がさまざま議論されました．（5）の包括か
らの除外項目に透析関連が書かれており，前述の特定
保険材料，薬剤等が出来高で算定できるとの解釈も出
されましたが，（5）では第 2 章第 2 部，すなわち在宅
医療の項目に限定された除外項目と読むべきと解釈さ
れ，これを根拠に包括から除外できるとは読めないと
の指摘がされました．

⑤　Ｈ 27 年 6 月 26 日に横浜で開催された「第 20

回透析保険審査委員懇談会」のなかでも討論されてい
ましたが，回復期リハビリテーション病棟，地域包括
ケア病棟における人工腎臓に伴うダイアライザの算定
は可能でしょうか．
［討論内容］　3 月 31 日の疑義解釈通知により算定

可能となりました．

1-2　医学管理等

①　慢性維持透析患者外来医学管理料の通知のなか
に，「安定した状態にある慢性維持透析患者……」
とありますが，導入後 3 カ月以上が経過している
患者において，同月中に「HD」と「HDF」が混
在している場合，「安定した状態」とはみなされ
ず，当該管理料の算定は不可能でしょうか．

［討論内容］　ほぼすべての委員の方が，これは算定
可能と考えておられました．

②　慢性維持透析患者外来医学管理料を算定のさい，
「診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理
の要点を記載する．」となっているが，具体的に
どの程度の記載が必要か示してほしい．また，電
子カルテにおいて検査結果は 2 号用紙，3 号用紙
にあるため，診療録に記載されていると認められ
るのか？

［討論内容］　今後，指導等で指摘されてくる可能性

があると思われますが，現在のところ具体的に記載内
容に関して各県での取り決めはないようでした．また，
現在のところ指導等で記載の内容が問題となっている
ところはないとのことでした．

1-3　検　査

（1）　シャントエコー
①　透析シャント閉塞（疑い）および狭窄（疑い）

に対し，パルスドプラ法を用いて超音波検査を行
うが，パルスドプラ法加算が社保審査結果は「A

査定」となっている．透析シャントの閉塞や狭窄
の病変では，シャント肢の血流量や血管抵抗指数
を用いた機能評価が非常に重要な指標となり，血
流速度波形を描出し計測するため，パルスドプラ
法による超音波検査が必要となる．請求を認めて
いただきたい．

②　シャント狭窄・閉塞に関する超音波検査に関し
て，「シャント狭窄」では超音波検査・断層撮影
法（その他）350 点，およびパルスドプラ法加算
200 点の計 550 点が認められているが，「シャン
ト閉塞」ではドプラ法・末梢血管血行動態検査
20 点となってしまう．全国的にはどのようにな
っているのか．

③　H 25 年「透析保険診療に関する勉強会」では，
透析シャントエコーはシャントトラブルがあれば
D215（2）超音波検査（その他）350 点で算定し，
なければ D215（4）超音波ドプラ法（末梢血管
血行動態）20 点で算定するという話でしたが，
シャントトラブルがあったため 350 点で算定しま
したが 20 点に査定がありました．

④　シャントエコーの請求が「超音波（その他）
350 点」での査定が続き，「末梢血管血行動態検
査（20 点）」で算定しています．

⑤　内シャント設置術の術前評価として超音波検
査・断層撮影法（その他）を行った場合，コメン
トがあれば請求は可能か．

［討論内容］　シャントエコーに関しては，過去もさ
まざまな議論がなされてきました．過去の懇談会では，
シャント手術に伴い，その適応や結果の評価を行うよ
うな場合は，必要性が注記してあり理解ができる場合
には，表在性の 350 点に加え，血流量測定のためにド
ップラーの 200 点の合計 550 点を認めている都道府県
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がほとんどでした．
また，その回数に関しては多くの県は，手術前後で

やっても月 1 回としているとのことでしたが，数県で
は月 2 回請求がでてきても 1 連とはせずに両方とも認
めているとの結果でした．

今回の懇談会では東京以北では社保は原則，シャン
トエコーは認めていく方向になっているとの情報をい
ただきました．ただ，ある都道府県からは過去の懇談
会と同じ解釈で行っているとの指摘が出されました．
全体として，シャントエコーに関しては必要性がわか
りしっかりとしたシャントエコーが行われている場合
には，ドップラーも含め算定を認めていく方向にある
ようでした．

⑥　以前，毎回エコーガイド下の静脈穿刺を行って
いたが，月に 2 回以上は認められなかった．（静
脈は皮下 1 cm，直径は約 6 mm でエコーガイド
がなければ困難であった．）

［討論内容］　穿刺困難事例だとしても，穿刺の技術
料そのものが人工腎臓点数に包括されており，穿刺手
技に伴う検査に関しても，基本的には包括され，算定
は難しいとのことでした．

（2）　その他
①　再審査請求をすると復活するが，昨年から社保

で出来高算定時の PTH が 2 回から 1 回に査定さ
れている．

［討論内容］　慢透包括時でも認められる回数の PTH

の採血は，原則，認められるべきものとされました．
しかしある県では 1 回しか認めていないとのことでし
た．また，本当に 2 回の検査が必要なのか，漫然と認
めていいのかとの指摘も出されました．また慢透算定
時には 2 回目は出来高請求できるわけですが，月 1 回
しか実施していないにもかかわらず，出来高請求され
ているような場合には，レセプト上はわかりませんが，
指導等の時には不正請求とみなされる可能性が高く，
そのようなことは絶対に行われないよう各県で指導し
ていく必要があるとの意見も出されました．

②　他院で読影を行った場合，病名をつけないと返
戻される場合もあるのでしょうか．

［討論内容］　病名は必要との意見が多数でした．

③　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で推奨している HBsAb，
HBcAb の定期的（6 カ月）検査を算定すべきか．
沖縄県国保では，いっせいに検査している場合に
は査定しています．

［討論内容］　過去の懇談会では，HBs 抗原マイナ
スで HBs 抗体もマイナスの症例で HBc 抗体が陽性の
患者が，全透析で 2 割くらいいるとの発言もあり，五
つの県では，年 1 回の HBc 抗体がスクリーニングで
出てきても通しているが，多くの県では認めていない
ということでした．今年の懇談会でも，認めている都
道府県の数はほとんど変わらない結果でした．医会の
院内感染予防マニュアルに HBc 抗体の検査がすすめ
られてはいますが，マニュアルは，できる限り保険診
療に見合った形で作成されますが，現実的には保険診
療の適応とならない部分も存在します．肝炎ウイルス
関係の保険上の取り扱いでは，肝臓の専門の先生方が，
各県の支払基金でのルールを決めておられる場合が多
いという印象でした．

④　シナカルセト塩酸塩について，現在，初回投与
から 3 カ月間はカルシウム・無機リンの検査が月
2 回以上実施される場合，月 2 回まで，PTH の検
査が月 2 回以上実施される場合，月 1 回まで算定
可能だが，一定の期間中止したさいの投与再開の
場合もこれを認めてほしい．

［討論内容］　初回投与から 3 カ月間をどう解釈する
かだと思います．厳密に解釈すると厳しいですが，縦
覧の 6 カ月を超えて再開され，開始日が再開日として
請求された場合には，チェックのしようがないとの意
見がだされました．

1-4　投薬・注射

（1）　ウロキナーゼ関連
①　シャント血管内で血液が凝固し血栓閉塞となる

ため，ウロキナーゼ注 60,000 単位を投与し血栓
を溶解して血液透析を行う場合があるが，「A 査
定」となっている．ウロキナーゼ注 60,000 単位
に対する病名を血栓塞栓症・透析シャント閉塞で
認めていただきたい．

②　長期留置型カテーテルを留置しているさいのウ
ロキナーゼの使用量・期間に関してはどこまで認
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められるのか．病名はなく，コメントで「頻回の
閉塞を認めるため」と記載してある場合等で，透
析毎に使用するのは許容範囲なのか．

［討論内容］　過去の懇談会でも，留置カテーテルへ
のウロキナーゼの充填に関して議論されました．対応
は各県でまちまちでしたが，2 回までは認めている県
もありましたし，1 回で十分との意見もありました．
しかし，一切認めないと決められた県もありました．
また，認める県でもその必要性がわかるようなコメン
トが必要との意見が多数でした．血栓予防のために漫
然と継続的に使用するようなことは認められていませ
んでした．頻回投与が必要な場合にはカテーテル交換
するべきであるとの意見がだされ異論はでませんでし
た．

また，HIT の場合，ヘパロックの代わりにウロキナ
ーゼやノバスタンの使用は認めざるをえないとの意見
が，ある県から出されました．シャントに対してのウ
ロキナーゼの注入も必要性がわかるようなコメントが
あれば認めている県も多かったと記憶しています．

（2）　禁忌関連
①　アセトアミノフェン製剤（カロナール錠・トラ

ムセット錠）は，高度腎障害では禁忌とされてい
るが，副作用に注意してできるだけ短期間少量で
投与している．現在は査定されていないが，今後
も認めていただきたい．

②　薬剤に関して禁忌での査定が非常に多い．慢性
腎不全があると NSAIDs も処方できなくなって
しまう．明らかな禁忌の場合は仕方がないとは思
うが，多少は考慮してほしい．

③　甲状腺癌術後（副甲状腺も摘出）で，チラーヂ
ン補充中の透析患者の高リン・低カルシウムに対
して沈降炭酸カルシウムを処方していたら，ある
時から査定となった．甲状腺機能低下症は沈降炭
酸カルシウムの禁忌病名ではあるが，低カルシウ
ム血症を放置しておいてよいのか疑問が残る．コ
メント付でも再審査でも認められていない．

④　透析患者のアルダクトン A が時に査定される．
⑤　非透析患者だが，腎摘出術後で eGFR 60 のた

め慢性腎不全の病名をつけていたらユリノームが
査定されるようになった．再審査やコメント付で
も不可であった．病名を「慢性腎臓病」と変えた

ら査定されず，まったく意味がない査定だと思う．
⑥　アーチスト 2.5 mg 錠を使うために「慢性心不

全」の病名をつけておくと，ある時からメトグル
コが禁忌病名で査定となりだした．「心不全」病
名を隠したら通るようになったが，アーチスト
2.5 mg 錠には高血圧症の適応がないのに査定さ
れず，頭隠して尻隠さずだと思う．

⑦　ボンビバ注の返戻．腎不全患者には基本的に使
用不可であり，本剤の使用は認められるか？

［討論内容］　禁忌薬の投与が，審査コンピューター
で機械的にひっかかることが最近増えてきました．昨
年と同様，今年の懇談会でも，多くの県が，たとえ禁
忌薬剤だとしても，必要と判断される場合には認めて
いる県が多い印象でした．また，過去の懇談会では保
険者に対しても薬事法上の禁忌と，保険請求は別の問
題だという考え方を徹底する必要があるとの意見も出
されました．今年の懇談会では，東京女子医大の事件
を背景に，国保では禁忌薬を厳しく事務的にチェック
をかける状態になったとの情報をいただきました．
NSAID に関しても事務のチェックがかかりますが，
事務と話あってその禁忌チェックを外していただいた
都道府県もありました．ボンビバは透析患者は禁忌で
はないので使用は可能ではないかとの意見がだされま
した．骨粗鬆症に関してはビスホス以外に，テリパラ
チドが明らかな副甲状腺機能亢進症の症例に出されて
いる症例があり，これは作用機序からしても意味がな
いため査定しているとのご意見をいただきました．

（3）　Ｐ吸着剤関連
①　高リン血症治療薬の選択肢が広がっているが，

併用は何剤まで認められるのか．併用する場合に
認められる組み合わせ，認められない組み合わせ
等教えてほしい．

②　高リン血症としてホスレノールおよびフォスブ
ロックの併用などの査定が時にあります．併用の
可否およびリンコントロールについて教えてくだ
さい．

［討論内容］　高額な薬剤とのことで議論がされまし
たが，多くの県ではとくに P 吸着剤の併用に関して
しっかりとした制限を設けていないとの状況でした．
カルシウム非含有薬剤の併用も，ホスレノールとリオ
ナ等の併用も規制している都道府県はありませんでし
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た．ただ，リオナとピートルのような非常に近い薬剤
の併用は認めがたいという意見が多く出されました．

（4）　カルニチン
①　カルニチン欠乏症の診断のもとに，エルカルチ

ン FF を使用していますが，透析毎の使用は過剰
との判断で 9 回に査定されます．血中カルニチン
測定ができないため，不足の判断は臨床症状によ
ると思われます．ただし，過剰症状は不明のため
症状では判断不能かと思います．各医療施設は漫
然と使用をしているのではなく，臨床症状をみて
使用継続しているものであり，この査定には疑問
があります．

②　エルカルチンが最近審査減となる症例がある．
診断名はあるのだが（エルカルチン欠乏症），審
査減になる基準が不明である．

③　カルニチン欠乏は施設患者の何 ％ まで使用を
承認しているか．

［討論内容］　最近は高額なカルニチンの注射の使用
が増えてきています．昨年の懇談会では，特にルール
を決めている都道府県はないとのことでしたが，今年
の懇談会では 9 回で査定している都道府県があるよう
でした．また，ある県からは，多くの患者に漫然と使
用されている場合，施設によって，いつでも週 3 回の
使用を続けるのかと返戻することもあるとの意見が出
されました．これに対して，実際にカルニチン濃度を
測定すると，多くの透析患者が不足の状態であり，使
用に制限を加えるのは難しいとの意見も出されました．
カルニチン濃度の測定を保険上認めていくように働き
かけていく必要があるのではないかとの意見もだされ
ました．

（5）　PGE1

①　透析日のみのリプル etc.（PGE1 製剤）の使用
が査定されました．症状詳記で復活しましたが．

②　血液透析患者におけるプロスタグランジン注射
の投与期間について，現在 3 カ月使用後，1 カ月
休薬すべきとの意見が多いようですが．

［討論内容］　この問題も過去，何度か議論されまし
たが，古い病名や長期にわたる場合も，丁寧なコメン
トをつけて請求されたものは多くの県では査定せず通
しているとのことでした．ただ 1 年以内の病名を必要

としている県と，最近，認めなくなった県があるとの
ことでした．やはり，漫然とした長期投与ではなく，
しっかりと評価したうえで必要性の記載が必要と思わ
れます．

（6）　その他
①　添付文書では 1 日 1 回投与と記載されている薬

剤を 1 日 2 回の分割投与にした場合，投与量は上
限を超えない場合でも査定の対象となるのか．

［討論内容］　最近は，用法・容量は厳密に審査され
る傾向にあるようです．今回の議論では，特にオキサ
ロールの回数に関しても指摘されました．オキサロー
ルは週 3 回の投与が文書上必要であり，2 回以下の場
合，査定せざるをえない状況になっている都道府県も
あるとのことでした．ただ，直近，アリセプトの 3 mg

の長期投与に関して，医師の裁量権を認める通知が厚
生労働省から出されました．今後，流れは変わる可能
性はあります．

②　6 種服用の薬好き透析患者が咳止めを希望．A

薬だけを続けると 7 種に引っかかるので，A＋B，
A＋C と組み合わせを変えて 7 日ずつ処方した．
しかし処方日までチェックされるようになり，A

薬が 14 日続いているから「定期薬」とされてあ
えなく 7 種逓減でバッサリとやられた．湿布薬，
花粉症，風邪薬など透析と関係ないものは自己負
担を導入しないと医療費の無駄だと思う．

［討論内容］　コンピューター審査になって分割投与
による 7 種逓減対策がはっきりとわかるようになりま
した．必要性のない分割投与は，指導が入った場合，
不当な請求と判断される可能性もあり危険と考えます．

③　透析患者が月 13～14 回来院している．定期薬
処方と臨時薬処方合わせて月 8 回迄で処方箋料が
減点されている．9 回目からの請求は現状難しい
か？

［討論内容］　過去，複数の県で処方箋料の請求回数
の上限が設定されているとの報告がありました．各県
のローカルルールと思われます．また，認知症患者の
ため次回分を処方するため，どうしても処方回数が多
くなる場合があるとの指摘もされましたが，その場合
でも透析室で患者に渡す時に工夫すればいいのであっ
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て，毎回処方する必要はないのではないかとの意見も
出されました．

④　一般病棟入院基本料を算定中の患者で透析日の
ヘパリンロックが査定されました．

［討論内容］　コンピューターチェックで，Ｗルーメ
ンカテーテルのためのヘパロック要のヘパリンが人工
腎臓に含まれると，チェックがかかるようになりまし
た．当然，認められるべきものと考えます．ただ，本
数に関しては 10 単位製剤と 100 単位製剤があり，そ
れぞれの 1 日あたり本数が規定されているため，それ
で切られているのではとの指摘がなされました．また
県によっては 5,000 単位までに制限しているところが
ありました．

⑤　湿布薬は 1 処方につき 70 枚となっていますが，
1 カ月の最大投与量は？

［討論内容］　今回の改定の大きなトピックです．1

回の処方枚数の制限が 70 枚ですが，月の上限を原則
140 枚までと決められている都道府県が複数ありまし
た．

1-5　処　置

（1）　下肢末梢動脈疾患指導管理加算
a. 対象患者
①　下肢末梢動脈疾患指導管理加算について，受け

入れ病院である総合病院では当然満たします．慢
性維持透析を実施しているすべての患者に対しと
あります．総合病院では，サテライトより様々な
患者の加療依頼を受けることにより，短期で外来
維持透析をしている人もいるかと思います．一方，
固定患者として，常時透析している患者もいます．
この「すべての患者」には，短期にお預かりして
いる患者も含まれるのでしょうか？ 短期に，一
時的に施行する患者の多い総合病院では，「すべ
ての患者」の縛りで算定不可となるかと思います
が？ 解釈に困ります．

②　下肢末梢動脈疾患指導管理加算の透析患者全員
に対して，リスク評価を行うとなっているが，重
度の認知症，下肢切断，寝たきり患者に対しても
実施が必要か．

③　患者の協力が得られない等，相応の理由がある

場合は，その旨を診療録に記載していれば全患者
に算定可能でしょうか．

④　人工腎臓注 10 下肢末梢動脈指導管理加算 100

点について，通知（20）に「……慢性維持透析を
実施しているすべての患者に対し算定できる」と
あるが，J038 人工腎臓 3. その他の場合 1,580 点
にも加算できるか．

⑤　下肢末梢動脈疾患重症化予防に関する加算は，
すべての慢性透析患者が該当すると思料するなら
ば，急性腎不全患者，導入患者は？

⑥　下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関して，具体
的にどこからどこまで請求できるのかが非常にわ
かりにくい．ABI 検査等を行える体制が整ってい
て届出がしてあり，毎月全員フットケア等にて評
価を行っていれば全員に 100 点加算できるのか

（例えば患者が 100 人いれば，そのうちの有所見
患者以外も含めて 100 人全員加算可能なのか，病
名がなくても加算は可能なのか）．ABI または
SPP 等の検査を行えば検査自体は別途請求可能な
のか（検査を行う患者に関しては当然病名が必要
と思うが）．

［討論内容］　本年新設された J038 人工腎臓の加算
点数です．厚生局への届け出の段階，今後の指導・監
査の段階で，上記は問題になりますが，審査の段階で
問題になることはないかと思います．ちなみに保険医
協会の疑義解釈として「下肢末梢動脈指導管理加算は，
慢性維持透析を実施している患者のうち，算定する患
者と算定しない患者を選択できるのか？ （答）選択
できない．要件を満たして届け出て人工腎臓を算定す
るすべての患者に算定するか，要件を満たせずすべて
の患者に算定しないかのどちらかになる．」との回答
がでています．

b. 算定条件
①　下肢末梢動脈疾患の重症化予防が評価されたが，

・下肢動脈の触診や下垂試験・拳上試験で異常が
なくても算定できるのか，

・虚血病変が疑われ，ABI・SPP の検査により評
価を行った場合に算定できる．算定条件に関し
て不明瞭なところがある．

②　下肢末梢動脈疾患指導管理加算について，すべ
ての患者にどの程度の間隔で指導を行えばよいか．
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すべての患者に毎月行う必要があるのか．
③　フットケアに点数がつくようになったが，ABI

等の検査を毎月すべきなのか．まして施行した場
合，毎月その施行料を算定できるのか，もしだめ
なら年何回までなら OK なのかが不明．

④　下肢末梢動脈疾患指導管理加算について，基準
が明確でなく苦慮しています．ABI や SPP によ
る評価が記されていますが，機械を購入しなけれ
ばならないのか．シャントなどを考慮して，実施
が難しい場合があり，どのように評価するのか．
下肢動脈の触診，下垂拳上試験等を実施して，下
肢末梢動脈の虚血性疾患が認められない場合は，
実施した試験だけでも算定してよいのか，などの
疑問が残ります．

⑤　フットケアの点数の計上はカルテ記載日でしょ
うか？ カルテ記載はスタッフの記載を含め，医
師が指導方針のコメントを記載するのが条件とな
るのでしょうか？ 計上するには毎月でも足を診
ることになりますか？

［討論内容］　同じく保険医協会の疑義解釈として
「指導管理等やカルテ記載は，リスク評価の結果，リ
スクありとされた患者のみが対象か？ （答）リスク
の有無にかかわらず，慢性維持透析を実施している患
者の全ての患者に行っている必要がある．」，「ABI 検
査や SPP 検査の費用は別に算定できるか？ （答）別
に算定できる．」と出されています．あくまで，ガイ
ドラインに基づいて各施設が行うことが重要で，現段
階で参考資料以上の情報はありません．

c. 連携先医療機関
①　紹介先施設とは事前に，その施設（病院）に連

絡しておく必要があるか．
②　下肢末梢動脈疾患指導管理加算で，届け出た連

携医療機関以外の医療機関に紹介しても問題ない
か．

③　地方厚生局へ届け出る書類とは，文書による契
約または病診連携の証明となるなんらかの資料が
必要か．または患者を適切に紹介しているという
実績のみで届けを出してもよいか．

［討論内容］　特に書類により連携を証明できる文書
を作成する必要まではないと思われます．また，連携
先以外の医療機関へ患者を紹介することも問題ないと

思われます．今回，新規で作成された加算であり，必
要時，医会としても厚生労働省に照会することが可能
ですが，厳しい解釈が示される可能性もあり，現段階
では行っておりません．

以下，現段階までに，保険医協会，日本フットケア
学会が示している疑義解釈等を列挙します．

保険医協会
・下肢末梢動脈指導管理加算は，いつ算定するの

か？
（答）　人工腎臓を算定する際に月 1 回を限度に加

算する．
・下肢末梢動脈指導管理加算は，慢性維持透析を実

施している患者のうち，算定する患者と算定しな
い患者を選択できるのか？

（答）　選択できない．要件を満たして届け出て人
工腎臓を算定するすべての患者に算定するか，
要件を満たせずすべての患者に算定しないか
のどちらかになる．

・指導管理等やカルテ記載は，リスク評価の結果，
リスクありとされた患者のみが対象か？

（答）　リスクの有無にかかわらず，慢性維持透析
を実施している患者のすべての患者に行って
いる必要がある．

・ABI 検査や SPP 検査の費用は別に算定できるか？
（答）　別に算定できる．

日本フットケア学会
・末梢動脈疾患（PAD）の発症進展から下肢切断

を回避するため，透析患者を診療している施設と
して継続的に一定の間隔で常に全員の透析患者を，
これら全員について基本的な診療を行っているこ
と（足に関する問診・理学所見でリスクの評価と
指導管理）が大切です．

・このうえで ABI（感度 30％ で低い）あるいは
SPP（感度 80％ と高い）を行い（透析学会ガイ
ドライン 8 章ステートメント）（全員に ABI ある
いは SPP をやっている必要はないが全員に足の
一般診療を行っている前提が必要），ABI なら 0.7, 

SPP なら 40 mmHg を下回る（以下）患者が出た
場合に，院内であれ院外であれ患者の同意を得た
うえで PAD の診療（治療）体制（循環器・血管
外科・皮膚科・形成外科・整形外科など血行再建
や創傷治療ができると考えられる診療科）をとれ



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 3　2016496

る一定の施設に紹介している施設で患者ひとりに
ついて（100 人透析患者がいればそういう施設で
あればこの 100 人全員に），1 カ月 1 回限度とし
て 100 点を算定できるということです．

・また，施設は施設基準についての問いに（様式
49 の 3 の 2）答えるべく地方厚生局長にあらかじ
め届け出が必要になります．

・他院クリニック等の維持透析患者が足の治療のた
めに該当の病院へ紹介した場合には，紹介した側
のクリニックで算定でき，その治療を行う病院で
は算定できない．

・しかし，その病院で，腎臓・透析科でその患者を
透析医療として維持しながら足の治療のため，同
病院内の形成外科あるいは循環器内科で治療を継
続され長期に及び，月が変わればその病院の腎・
透析科で算定できる．

・この場合にはもともとの紹介元のクリニックでは
算定しない事になる．場合によって厚生局に問い
合わせる．

・大病院でも維持透析を行っている施設で，同じ院
内で形成外科や血管外科・循環器などへ紹介した
場合には 100 点を，その病院の維持透析を行って
いる科で 100 点算定できる．

・クリニック側はしたがってあらかじめ連携を取っ
ている，あるいは今後虚血肢の治療を行ってもら
える施設をあらかじめ地方厚生局へ届け出をして
おく必要がある．

（2）　抗凝固薬
①　眼底出血を発症し，眼科医よりフサン使用を指

示され，発症後 2 週間を超えても使用しなければ
ならない場合も査定されて非常に困っている（当
院「眼科医よりフサン使用の指示あり」とのコメ
ントを入れている）．

②　血液透析（その他）を算定時に，メシル酸ナフ
ァモスタットが使用されていることはよくありま
す．術後や眼底出血等の後はよいのですが，CV

カテ挿入後というコメントを見ることがあり，そ
の時は，出血性合併症の病名なしでは査定として
います．この対応はよいでしょうか．

［討論内容］　以前の懇談会でも議論されました．そ
のさいには，2 週間と限定されている以上，「人工腎

臓 3＋ナファモスタット」は難しいとの意見（後発医
薬品も出てきているためそれで対応を）もありました
が，きちんとしたコメントがあれば 1 カ月くらいまで
通すという県も多く存在しました．また，「人工腎臓
3＋ナファモスタット」での請求を，医科点数表に記
載のある，「①進行性眼底出血②急性出血性合併症

（頭蓋内出血，消化管出血，外傷性出血）以外の出血
性病変」に関しても認めているかとの質問には，ほと
んどの都道府県で認めているとのことでした．ＣＶカ
テ挿入後だけでは，ナファモスタット使用の理由には
ならないと考えます．

（3）　ESA

①　透析回数が 15 回目以降は，人工腎臓または持
続緩徐式血液濾過は算定できない．ただし，薬剤
料（透析液，血液凝固阻止剤，エリスロポエチン，
ダルベポエチンおよび生理食塩液を含む）または
特定保健医療材料は別に算定できると明記されて
いるにもかかわらず，15 回目以降に算定した造
血剤が査定されるのには疑問がある．基本的には，
1 カ月間の血液浄化回数の制限はなく，病態に応
じた対応が認められていると思います．造血剤の
みの査定には疑問があります．

②　同様に，ネスプ 120 ng 投与日のみ週 1 回その
他で算定してくる施設もある．

［討論内容］　暦日のルール上は，算定可能と解釈さ
れますが，本来 14 回までの手技料に ESA コストが含
まれている以上，認めていないという県も複数ありま
した．また 15 回目以降に月 1 製剤のミルセラが使用
される場合には，月末に使用しなければならない理由
はないため，算定は難しいかと思われます．

（4）　ダイアライザ
①　血液透析時，回路内で血液が凝固した場合ダイ

アライザを交換する場合がある．そのためダイア
ライザは計 2 個の使用となるが，1 個だけ認めら
れている．ダイアライザ 2 個の請求を認めていた
だきたい．

②　透析途中で回路・ダイアライザ凝固により透析
継続が困難となり回路・ダイアライザ交換を行っ
た場合，2 本目のダイアライザ請求はできないの
か．
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［討論内容］　最近，血液が凝固した場合でも，ダイ
アライザの 2 本目が請求できなくなってきました．今
年の懇談会では，コメントがあれば認めている県が
5～6 県ありましたが，多くの都道府県では，コメン
トがあっても認めなくなってきているとのことでした．

（5）　その他
①　長期留置型カテーテルを留置しているさいのカ

テーテル出口部の処置に関して，創傷処置として
その面積はどの程度まで認められるのか（面積に
よって点数が異なるため）．

［討論内容］　挿入手技料が，注射の点数の準用にな
っているため，別に感染等あって処置をしている等，
特別な理由がない限り，イソジン等の消毒剤等の材料
だけしか認められないとの意見が多数でした．

②　HD/PD 併用療法で PD を中止し HD へ移行し
た場合，HD 施行と別施設で腹膜洗浄の透析液の
処方は算定可能か．

［討論内容］　過去の議論では，他に接続できる適切
な洗浄液が存在しないため，多くの都道府県で認めて
いました．

③　腹膜透析を開始し血液透析を併用，その後血液
透析へ移行された患者さんへ導入期加算を算定す
る場合は，血液透析移行日より 1 カ月の考えでよ
いか．

［討論内容］　腹膜透析から，血液透析へ一気に移行
する場合，そのさいから 1 カ月間，人工腎臓（その他）
＋導入期加算となると思われますが，多くの場合，週
1 回の HD 併用等を経て血液透析に完全に移行します．
その場合，週 1 回の透析の時は，慢性維持透析の包括
点数での算定となっていますので，週 3 回になった時
点で導入期加算をとることは，人工腎臓その他での算
定が必要なため点数も低くなるため，現実的ではない
との意見が出されました．

④　人工腎臓の障害者加算「I」の頻回の検査・処
置とは，どのようなことなのか，明確な定義が知
りたい．

［討論内容］　障害加算が今回の改定で大きく見直さ
れるとの情報がありましたが，結局見送られました．

ただ，今後，これは大きな問題になっていく可能性を
秘めています．今回の懇談会では，障害加算の算定条
件に関して，具体的に規定している都道府県はいまの
ところありませんでした．

⑤　J038　人工腎臓の注 1（300 点）の加算につい
て，予定された透析を日曜等に行った場合，算定
可能か（処置の通則の加算とは解釈が別かどう
か）．

［討論内容］　たとえば，隔日に月水金日火木土での
透析の場合，日曜日の透析での休日加算の算定は認め
られないとの解釈に異論はだされませんでした．

⑥　貼付用局所麻酔剤（ユーパッチ）について，現
在 1 日につき 2 枚まで算定するように透析医会か
らの指導があったが，正当な理由があれば使用し
た枚数を請求できるように認めてほしい．（透析
開始時の患者の容態急変により午前中の透析を中
止し，夕方再来院にて透析を行った場合など．）

［討論内容］　上記状況では，詳記により請求可能か
とも思われます．

1-6　手　術

①　PTA を行ったさいに，バルーンカテーテルや
ガイドワイヤー，シース等を複数請求する場合が
あるが，コメントや詳記があれば認められるか．
バルーンカテーテルなどは何本までなら認められ
るのか．

②　シャント PTA 時に請求される保険材料につい
て，各県の意見を伺いたい．
ⅰ　PTA バルーンカテーテル（一般型・標準型）
 ¥50,300

ⅱ　血管造影用ガイドワイヤー（一般用）
 ¥2,410

ⅲ　造影用シースイントロデューサーセット
 ¥2,820

ⅳ　血管造影用カテーテル（一般用） ¥2,540

ⅴ　血管造影用ガイドワイヤー（微細血管用）
 ¥15,500

ⅵ　PTA バルーンカテーテル（スリッピング防
止用） ¥111,000

上記の i～iii については，当県では各 1 本までは，
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必要なものとして認めている．
また，これら i～iii が複数個請求された場合は，詳

記を求めて認める事としている．
iv，v，vi については，多くの PTA 術者からの意見

では，必要とする場合が少ないとの声が聞かれる．当
県においては，iv，v，vi においては，詳記の内容に
て認める場合もあるが，その原審頻度は少ない．他県
において，iv，v，vi を認める場合があるならば，そ
の状況・条件を伺いたいと思います．宜しくお願いい
たします．

③　シャント PTA 時の材料をどこまで認めるか（2

本以上の PTA カテーテル/血管造影用カテーテル
（蛇行血管用）/カッティングバルーン，スリピッ
グ防止型カテーテルの使用）．

［討論内容］　PTA カテの本数に関しては，原則 1 本
のところが多かったですが，2 本まで認めると決めら
れている県が複数ありました．必要性の理解できるコ
メントがあれば，さらに多くても認めているという委
員の方もおられました．シースやガイドワイヤーに関
しても必要性が詳記されていれば，認めている県が多
かったと思います．ただ，血管蛇行用シースが必要以
上に使用される傾向のある場合には査定，返戻してい
る場合もあるとのことでした．血管造影用カテーテル
は，ガイドワイヤーの誘導に使用することが多く認め
ているとの意見が多数でした．またカッティングバル
ーン，スリピッグ防止型カテーテルの使用に関して，
初回だとしたら返戻することもあるが，必要性が詳記
されていれば認めているとの意見が多数でした．ただ，
さまざまな特殊型のバルーンカテやガイドワイヤーも，
他の医療機関と比較し明らかに多いところに関しては，
査定・返戻等で対応しているとのことでした．

1-7　その他

（1）　自立支援医療
①　院外処方分はなぜ更生医療適応とならないのか．

それは全国ではどの程度実施されている状況なの
でしょうか．他県では院外処方でも更生医療適応
となっている所もあるようですので．

［討論内容］　昨年，熊本県で，院外処方における自
立支援医療が問題になっているとの情報がありました．
また，今年は東北の県で問題になりつつあるとの情報
があります．従来，文書で出されている自立支援医療

としての透析関連分とは，透析そのものとシャントに
係わる項目だけで，合併症治療などは更生医療の対象
とならないとされています．それでは患者や施設にと
って不都合なことが多すぎるため，主治医の良識的な
判断に従って分類するということで，日本透析医会と
厚労省の間では了解が取れていました．生保と更生医
療だけの時は，主治医の判断でしっかりわけるべきで
す．

この問題は会計検査院の指摘もあり，財源の出どこ
ろとも関係するので，各施設対応すべき問題と思いま
す．しかし，一般の患者までこの問題が拡大すると，
患者負担（償還払いや施設ごとの上限金額）の問題等，
複雑に絡み合い対応が困難となります．行政側も解決
するためには法改正が必要となり対応が難しく，問題
を拡大させないことが重要と考えます．今後とも，自
立支援（更生）医療関係での問題が発生しましたら，
ぜひ日本透析医会まで情報提供お願いします．

2　要望事項

今回も 113 件という多数の要望が各都道府県支部か
ら出されました．以下，代表的な要望に関して診療行
為別に記します．

2-1　基本診療料

（1）　短期滞在手術
①　短期滞在手術基本料 1 に該当する手術を，無床

診療所で一般的に言われている日帰り手術を実践
しているが，短期滞在手術基本料 1－（4）「短期
滞在手術基本料に係る手術が行われる日において，
麻酔科医が勤務していること」は，現実的には困
難（経皮的シャント拡張術，血栓除去術で麻酔科
医は必ずしも必要でないため）である．麻酔科医
の常駐している保健医療機関では，実際に麻酔科
医が「経皮的シャント拡張術，血栓除去術」に係
っていないと思われるが請求できるため，不公平
感を感じる．

　　短期滞在手術基本料 1－（4）を削除，無床診療
所でも 1－（1）に定める「術後の患者の回復のた
めに適切な専用の病床を有する回復室が確保され
ていること．ただし，該当病床は必ずしも許可病
床である必要はない」ことから請求できるように
改善してほしい．
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（2）　DPC

①　DPC および地域包括ケア病棟入院料において，
人工腎臓用特定保険医療材料の算定を認めてほし
い．

②　DPC 包括算定方法時「J038 人工腎臓（3）その
他の場合」となる時，保険医療材料が算定できな
いことについて，もともと慢性的に行っている患
者が急な手術等により，「（3）その他の場合」の
算定になることもあり，保険医療材料が算定でき
るようになるとよいと思う．

③　DPC 病棟での吸着型血液浄化器の算定．
④　DPC 病院において，人工腎臓の所定点数に含

まれるものの取り扱いについては，ダイアライ
ザ・透析液・抗凝固薬・生食・ESA 製剤の費用は
所定点数に含まれており別に算定できないとなっ
ているが，償還可，出来高算定への変更をお願い
したい．

（3）　療養病棟入院基本料・回復期リハビリ病棟入
院基本料

①　長期の入院患者の算定について検討をしてほし
い．

②　療養型病棟などで人工腎臓・腹膜透析手技料は
認められているが，材料費，ESA 製剤なども請
求できることの確認．老健での慢透算定可能に．
また，ESA 以外の薬剤は請求できないが，鉄剤，
静注ビタミン D 製剤などへの範囲拡大（レミッ
チ，エルカルチンなどは拡大したくない）．

③　もう一つ，これは当院の実情ですが，MDS 患
者が入院してきた場合，ESA が算定できない状況
に苦慮しています．金額的にも非常に高価で，抗
がん剤に類するものとして算定可能になればと思
います．

④　回復期リハビリ病棟入院中に経皮的シャント拡
張術・血栓除去術を行う場合，転棟の必要なく算
定を認めてほしい．

2-2　医学管理等

（1）　慢性透析患者外来医学管理料
①　維持透析に必要な心胸比の確認で月 1 回撮影し

ている胸部 X-P は，慢性維持透析患者外来医学管
理料 2,250 点を算定している場合は，写真診断お

よび撮影料は包括とされています．急性的な呼吸
器疾患を疑う場合で撮影しても包括になるので，
その場合の出来高算定を要望します．

②　慢性維持透析患者外来医療管理料に含まれる検
査を減らしてほしい．他科にて手術等を実施する
ため．

2-3　在宅医療

①　アシスト PD の手技．

2-4　投薬・注射

①　入院 90 日を超える透析患者のシャント閉塞に
対し，カテーテル挿入の手技料と材料費が請求不
能となったので請求できるようにしてほしい．

2-5　検　査

①　シャントエコーに対するドップラ加算の見直し．

2-6　処　置

（1）　透析時間等
①　透析時間は点数がつけられていますが，高齢者

の方が多く，透析時間が長いと患者さんの負担が
大きい．

②　1 回あたりの透析の点数を下げるのは不当．長
時間透析の場合は点数を上げるほうがいいと思う．

③　兵庫県の透析時間は全国的にみても短時間なの
で，時間区分だけは変えないでほしい．

④　深夜血液透析に対する評価（深夜加算の新設や
長時間透析の点数化等）．

⑤　夜間・休日加算の引き上げ．
⑥　オーバーナイト透析を施行しているが，算定項

目が 5 時間以上の手技料と夜間管理料のみなので，
手技料の 7 時間以上，夜間加算を新設してもらい
たい．

（2）　透析回数
①　現在，隔日透析を実施している症例が増加傾向

にあります．保険請求では 14 回までしか手技料
の算定ができません．患者に対するメリットも多
い隔日透析を継続していくためにも，15 回以降
も手技料が算定できるよう変更をお願いします．

②　人工腎臓の算定における 14 回上限制限の緩和．
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③　一月の透析回数制限の緩和．
④　透析回数制限の撤回．
⑤　人工腎臓算定回数上限の撤廃．お盆休等の時間

外加算．
⑥　月に 15 回まで透析をできるようにしてほしい
（除水困難な患者に対応するため）．

（3）　HD＋PD 併用療法
①　HD＋PD 併用療法：「同一施設で HD，PD を

施行しなければならない」ことは，「週に 1 回の
HD」は近所で受けて，「月に 1 回の PD」は遠方
の基幹施設で診療する，という併用療法の利点を
損なうものと考えます．是非，HD・PD を異な
る施設でもそれぞれ管理料を算定できるようにし
ていただきたいと思います．

②　現在，在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定して
いる患者に対し，他の医療機関で人工腎臓または
連続携行式腹膜灌流を行っても，所定点数は算定
できない，とされているが，緊急に他医（旅行
等）で処置が必要となる場合があり，認めていた
だきたい．

（4）　オンライン HDF

①　オンライン HDF を時間区分での点数設定にし
てほしい．

②　HDF にも時間による点数加算をしてもらいた
い．

③　長時間オンライン透析を人工腎（複雑なもの）
で請求すると 5 時間透析よりも低い算定となる．
この矛盾を解消するため，オンライン透析は加算
の形にしてほしい．

④　慢性維持透析濾過（複雑なもの）および血液透
析濾過と吸着型血液浄化器（b2 ミクログロブリ
ン除去用）の併用を認めてほしい．

⑤　オンライン HDF は，手間がかかる割には慢性
維持透析 5 時間以上より点数が低いのは何故でし
ょうか．

（5）　ESA

①　「エリスロポエチン」と「ダルベポエチン」の
注射薬は，包括点数ではなく出来高点数にしてほ
しい．

②　ESA 製剤の出来高請求．
③　エリスロポエチン製剤の出来高算定．

（6）　障害加算
①　穿刺困難患者に対して，現在エコー下穿刺を行

っている．エコー下に対する加算，または穿刺困
難者として，障害者加算等に追加をお願いしたい．

②　高齢の透析患者が増加しているため，障害者加
算には該当しない患者でもスタッフの手助けの必
要な患者が増えている．そのため，別の加算につ
いても検討をお願いしたい．

③　障害者加算の算定要件の緩和．
④　患者の高齢化に伴う通院困難に対して，送迎補

助（点数）の設置．
⑤　障害者等加算について，一律 120 点ではなく病

態等により段階的な点数設定にしてほしい．また，
高齢者への看護必要度に対する加算を設置してほ
しい．

⑥　障害加算に認知症があるが，高齢者の日常生活
自立度が高い患者に対しての加算点数の新設を希
望．

⑦　「著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行
った場合」の 1 日につき 120 点の加算について，
特に精神疾患や認知症を有する患者の透析は管理
が大変なので加算料を引き上げてほしい．

⑧　透析患者の ADL 通院困難な方が多くなり送迎
を行う人が増加してきているので，診療報酬に反
映させてほしい．

⑨　感染症患者に関する加算を新設してほしい（専
用エリア，専用透析装置，対応消毒剤，セーフテ
ィー針，防護具，スタッフのワクチン接種など多
くの対応策をとる必要があり，加算が必要です）．

（7）　下肢末梢動脈疾患指導管理加算
①　下肢末梢動脈疾患の指導管理加算の，患者の下

肢の評価期間を明確にできないか．
②　下肢末梢動脈指導管理加算についても保医発で

は具体的な明示がありません．将来的に個別指導
や適時検査にて難癖つけられやすい項目だと思い
ます．もう少し具体的な Q & A があってもよい
のではと思います．どうも最近の保医発は抽象的
でどうとでも解釈できる記載が多いような気がし
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ます．結局，保険者や審査機関のフリーハンドの
解釈を診療側に押しつける結果になっていると思
います．

③　取得するためには ABI や循環血流量の測定・
フットケアを行ったり，他の医療機関と連携して
早期に治療を行うなど色々条件があり，手間がか
かる割に月 100 点しか算定できないため，もう少
し評価をしていただきたい．

④　全員の透析患者に毎週評価する点ですが，足背
A，触知，Ratschow 試験，ABI など行っていくの
ですが，具体的にどの方法で行ってよいか．方法
は適切な方 法を随時変更してよいのか悩みまし
た．実務的な方法の明記をしてほしい．

⑤　下肢末梢動脈指導管理加算に関する施設基準に
おいて，「専門的な～診療科名称」の胸部外科ま
たは血管外科の部分が若干実情にそぐわない気が
する．胸部外科は心臓，肺が主体で末梢血管を必
ずしも見ないし，心血管外科とひとくくりで標榜
しているところも多いと思う．

⑥　フットケア等の加算について明確にし，業務量
に見合った点数をお願い致します．

（8）　その他加算
①　水質確保加算を引き上げるなど，一定水準をク

リアしている場合の加算をお願いしたい．
②　夜間休日透析加算料を引き上げてほしい．

（9）　新たな加算点数
①　当院の透析センターでは，外来透析も精神科が

主体の病院にあって，精神病や認知症を合併して
いる患者が多数おられます．よって，マンパワー
が基準以上に必要であり，精神科患者に対しては，
精神科加算等をお考えいただければと願います．

②　認知症患者について，居宅支援事業所や介護保
健施設等，他施設への綿密な情報提供を丁寧に 1

カ月に何回も行っていることから，医療機関以外
への診療情報提供書についても認知症連携加算を
新設してほしい．

③　今回の改定において，医療資源の少ない地域
（特定地域）が追加されております．当院も特定
地域に所在する医療機関であり，当院では夜間透
析を実施しており，透析医療に従事する医師・看

護師等の確保が困難な状況が続いております．従
事職員の処遇改善を図るために，次期診療報酬改
定では，人工腎臓等の技術料に特定地域加算を新
設していただきたい．

（10）　その他
①　リドカイン使用枚数（保険請求枚数）の緩和．

2-7　手　術

（1）　PTA  3 カ月ルール
①　無理な要望とは思いますが，PTA の 3 カ月ル

ールをなんとかしてほしいです．
②　経皮的シャント拡張術・血栓除去術について 3

カ月に 1 回のみの算定となるが，2 回実施する場
合がある．2 回実施した場合の点数評価をいただ
きたい．

③　経皮的シャント拡張術は再手術しても 3 カ月経
過していないと算定できないので，100％ でなく
てもある程度の手技料の評価をしてほしい．

④　シャント PTA の 3 カ月ルールで材料費のみは
認めてほしい．

⑤　シャント閉塞した患者は当院では処置できず，
他病院に紹介しています．血管状態の悪い方が多
く，3 カ月以内の処置は請求できなくなっている
ので，他病院への紹介がしにくいです．

⑥　シャント PTA の 3 カ月の縛りをなくしていた
だきたい．

⑦　シャント PTA  3 カ月ルールの再考．
⑧　PTA について．3 カ月ルールによって，PTA が

できずに結局閉塞してしまうことがあり，血管の
状況によっては 3 カ月以内の PTA も算定してい
ただけたら助かります．

⑨　ごく限られた患者ではあるが，シャント PTA

を 3 カ月以内に繰り返し実施しなければ維持でき
ない場合もある．なんらかの救済措置が望まれる．

⑩　経皮的シャント拡張術・血栓除去術について，
3 カ月に 1 回の算定の縛りを外していただきたい．

⑪　PTA の 3 カ月しばりがあると，やはり治療に影
響します．点数が下がってもしばりをとれると嬉
しいです．

⑫　経皮的シャント拡張術・血栓除去術について，
3 カ月に 1 回の算定の縛りを外していただきたい．
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（2）　PTA その他
①　経皮的シャント血管拡張術（PTA）は，単なる

狭窄症例も閉塞で血栓吸引除去＋狭窄部拡張を併
せて行う症例も手技料は 18,080 点で同一である．
血栓吸引デバイスについて材料費は別に請求可能
であるが，手技の煩雑さを考えると閉塞で血栓吸
引除去も行う症例は手技料のアップを検討してい
ただきたい．

②　シャント閉塞症例で血栓除去を経皮的治療でな
く観血的に行う症例もあり，このような症例は単
に血栓を血栓除去カテーテルで摘出するだけでな
く，閉塞の原因となった狭窄病変を拡張する必要
がある．このようなケースは術中にバルーンカテ
ーテルで PTA を行うケースも増えているが（こ
の場合は PTA の 18,080 点を請求），バルーンカテ
でなく血管拡張子で狭窄部拡張を行う症例もある．
この場合，血栓除去術の 3,130 点しか請求できず，
術者としては報われない印象である．新たに「血
栓除去術（狭窄部拡張を伴う）」などの項目を設
けて PTA に遜色のない点数を付けていただきた
い．

2-8　ダイアライザ等

①　ダイアライザの旧機能分類 IV 型・V 型の改定
による下げ幅が目立つが，I，II，III 型（新分類 I

型）への誘導なのか．
②　ダイアライザの IV 型，V 型（改定前），大膜面

積のダイアライザ区分の削減，材料価格が下がっ
ているので，医療機関側は差益減による経営への
影響や，メーカ側は新しいダイアライザや医療機
器の研究・開発が遅滞するのではと思います．

③　今回，透析手技料，ダイアライザの材料費が低
下しましたが，消費税が 5％ から 8％，のちには
10％ になる事に関しての考慮がなされていない
のが疑問です．

④　ダイアライザとヘモダイアフィルターの償還価
格を引き上げてほしい（納入価と償還価格との差
額で，血液回路の価格が吸収できるぐらいの価格
設定が必要？）．

2-9　その他

（1）　人工腎臓点数
①　そろそろ下げ止まってほしい．
②　無理な要望とは思いますが，これ以上人工腎臓

を下げないでほしいです．
③　次回の改定では，もう少し緩和した改定をお願

いしたい．
④　質の高い透析には高い評価，報酬を確保してい

ただきたい．
⑤　人工腎臓手数料および材料の増点．
⑥　今回，人工腎臓が下がったが，透析液（キンダ

リー等）の価格は上がったため，今以上は下げな
いでいただきたい．

⑦　総合病院には，厳しい改定が続きます．病院内
の実質透析部門の収益が下がるため，人員の削減
に繋がっております．労働環境が厳しくなるばか
りです．労働実態に沿った報酬改定を望みます．

⑧　人工腎臓の点数の引き上げ．
⑨　人工腎臓の手技の引き上げ（透析を必要とする

患者さんは年々増えていると思われます）．
⑩　透析単価の増額．
⑪　慢性維持透析の点数を今後維持してほしい．
⑫　人工腎臓手技料の点数アップ．
⑬　診療報酬改定の度に透析手技の点数が下がって

いるが，患者が高齢化しており，糖尿病・心疾
患・認知症患者の増加に伴い透析中の看護が以前
より難しくなってきている．今後ますますこの傾
向は強くなることから，これ以上の点数の減額は
食い止めていただきたい．

⑭　人工腎臓の減算ストップ．
⑮　本体の透析治療の点数の評価をお願いしたい．
⑯　包括薬剤の実勢価格の定価に比べ人工腎臓手技

の減点が大きいため見直しをお願いしたい．
⑰　技術料のこれ以上の減額はありえないと思いま

す．現在でも薬価や特保の減額による収入減もあ
り，相対的に医療機関は経営が厳しい状況下だと
思います．透析医療機関は随分前の右肩上がりの
成長分野であった頃の給与水準が残っており，今
後これ以上の減額があれば給与を下げざるをえな
いと考えます．もとより透析分野へ進む医療従事
者は少なく，今後，労務的に人材不足による休診
もありうると考えます．
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⑱　内服薬の一部自己負担を導入し（あるいは，一
部マルメ），透析本体の診療報酬削減を抑制すべ
きである．

（2）　保存期指導料
①　透析医療ではなく，保存期の問題でもあるが，

DM では運動生活指導が腎症でも認められている
が，その他の腎疾患についても認められないか．

②　糖尿病透析予防指導管理料があるが，CKD 予
防管理加算がほしい．

③　慢性腎炎・慢性腎不全で，高血圧・糖尿の慢性
疾患のように指導料が取れるようにしてほしい．

④　透析予防腎不全期患者指導加算の施設基準の緩
和，および糖尿病透析予防指導管理料の点数増額
改定をしていただき，透析予防に対する積極的評
価を求めます．

（3）　包括関連
①　VTD を包括にされると厳しい．
②　リン吸着薬まで ESA のように包括にしていた

だきたくない．
③　包括となっている手技の増点を望む．
④　透析の診療報酬についてマルメ化が進むのは仕

方ないが，リン吸着剤についてはマルメから外し
てほしい．（レミッチやエルカルチンはマルメ化
されても仕方ないと思いますが）

⑤　静注 VitD 製剤が包括化されるかが気になりま
す．

（4）　腎臓リハビリ
①　透析予防の糖尿病性腎症に対する運動指導の評

価のハードルが高すぎる．
②　透析中に行っている運動療法を，予防医療の一

つとして評価対象にならないか．
③　血液透析施行中の患者にもリハビリテーション

を行うことは，早期の在宅あるいは施設復帰を促
すことにつながります．腎臓リハビリテーション
料をつけてほしい．

④　腎臓リハビリも評価していただきたい．

（5）　消費税
①　診療報酬の減額と消費税増税が重なるのが厳し

いです．今後も消費税が上がると思うので根本的
な解決をしてほしいです．

②　透析医療は，水・電気・医療材料費・薬剤費等
コストが大変かかる．このため消費税の影響がと
ても大きく，診療料でこの制度を早く是正してほ
しい．

（6）　その他
①　自立支援医療の必要性．
②　施設基準として，スタッフ（看護師，ME）の

患者数に対する配置基準を新設してほしいです．
今日の震災でスタッフも疲弊していました．

③　増減点連絡書の事由を詳しく教えていただきた
い．

④　支払基金・国保連合会の査定内容が異なってい
るが，同じ査定基準にならないのか？

⑤　透析患者は処方薬の種類が多いため，「薬剤総
合評価調整管理料」に該当することもあると思い
ますが，種類の数え方などの管理面での詳細がわ
かりにくいです．
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要　旨

第 17 回日本透析医会災害時情報ネットワーク会議
は，各都道府県災害時情報ネットワーク関係者など 78

名が出席し，特別講演を行ったのち，昨年度の活動報
告および今後の活動方針について議論された．特別講
演では，一般社団法人茨城県臨床工学技士会会長，中
山裕一氏より，「茨城県の豪雨災害における報告」と
題して，昨年 9 月に発生した広域豪雨災害における活
動についての講演があった．引き続き，2016 年 4 月に
発生した熊本地震活動状況報告として，熊本県より熊
本県透析施設連絡協議会会長，久木山厚子先生，日本
透析医会より災害時透析医療対策委員会委員長，山川
智之先生，および組織的支援活動を行った JHAT より
事務局長，山家敏彦氏から報告があった．また，2016

年 9 月 1 日に行った災害時情報伝達訓練では，直接本
部ホームページに入力いただいた施設および都道府県
または地域で独自に行った訓練の参加施設数は，46 都
道府県で計 1,959 施設と昨年を 301 施設上回り，訓練
開始以来最多の参加施設数であった．

はじめに

甚大な被害をもたらした東日本大震災から 5 年が経
過した 2016 年 4 月，熊本地方に発生した大地震は甚
大な被害をもたらした．本地震災害にさいして，阪神
淡路大震災から東日本大震災までの様々な災害の経験
から有効的な組織的支援活動が実施された．

本稿では，2016 年 6 月に開催された第 17 回日本透

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

1　第 17 回災害時情報ネットワーク会議報告

第 17 回日本透析医会災害時情報ネットワーク会議
は，日本透析医会災害時透析医療対策委員会，山川智
之委員長の司会で開催された（表 1）．本会議には全
国都道府県災害時情報ネットワーク担当者をはじめ，
関係各位 78 名が出席した．

開催に先立ち，日本透析医会会長，秋澤忠男先生よ
り，以下の内容の開会挨拶があった．

「東日本大震災から 5 年が経過し，記憶を風化さ
せないようにと考えていたが，4 月 14 日に再び
熊本で大きな震災が発生した．今回の地震で再度
災害時情報の重要性が再認識されたのではないか
と思う．災害対策は日本透析医会の最も重要な事
業であると同時に，災害時情報ネットワークは，
すべての透析医療スタッフが災害時に頼る最も信
頼できるツールとして機能してきた．このツール
がこれからも信頼性を高めて，来るべき災害にさ
らに有効に機能できるよう，本会議を有効に活用
いただくことをお願いする．」

以下，会議内容について報告する．

1-1　特別講演

特別講演は，「茨城県の豪雨災害における報告」と
題して，茨城県臨床工学技士会会長の中山裕一氏にご

医療安全対策（平成 28 年 熊本地震）

第 17 回災害時情報ネットワーク会議 
および情報伝達訓練実施報告

森上辰哉＊1　岡田直人＊1　山川智之＊2　赤塚東司雄＊2　秋澤忠男＊3　

＊1  日本透析医会災害時情報ネットワーク　＊2  日本透析医会災害時透析医療対策委員会　＊3  日本透析医会
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講演いただいた．その講演要旨を示す．

（1）　講演要旨
まず，茨城県臨床工学技士会災害対策委員会の概要

を紹介する．
東日本大震災を機に災害対策準備室を設置して，そ

の後ワーキンググループ，委員会へと昇格し，活動を
展開してきた．また，医師からなる茨城人工透析談話
会の山縣会長を中心とした活動を進めている中で，日
本透析医会の支部として茨城透析医災害対策連絡協議

会を設立し，2014 年 9 月から県保健福祉部と災害時
における透析医療に関する検討会を年 1 回行ってきた．
2015 年も 9 月 4 日に開催され，その翌週の 9 月 10 日
に発災が起きたわけだが，この会の中で，ちょうど被
災のあった常総市と連絡網の体系を見直そうという動
きがあった．透析施設の対応フローを示す（図 1）．

連絡協議会におけるブロック別の災害時の連絡網は
県内 5 地区に分かれて災害時の連絡網を構築している．
災害時における連絡手段として三本の矢とし，まずは
保健所による災害時専用連絡リストの一覧を使用，災

表 1　会議プログラム

Ⅰ　特別講演
「茨城県の豪雨災害における報告」
 一般社団法人　茨城県臨床工学技士会　会長　　中山　裕一
Ⅱ　報告事項
　1．熊本地震活動状況報告
　　1）　日本透析医会より 山川　智之
　　2）　熊本県より 熊本県透析施設連絡協議会会長　　久木山厚子
　　3）　JHAT より JHAT 事務局　　山家　敏彦
　2．支部活動報告 各支部代表
　3．平成 27 年度活動報告 森上　辰哉
Ⅲ　協議事項・その他
　1．平成 28 度活動計画
　2．第 17 回情報伝達訓練実施について

全国都道府県災害時情報ネットワーク担当者等，関係各位 78 名が出席

図 1　透析施設への対応フロー
（茨城県保健福祉部　災害対策マニュアルより抜粋）
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害対策連絡協議会における各ブロック別の連絡網を構
築，そしてさらに技士会の災害時メーリングリストの
活用とし，一つの矢が折れても，他で対応しようとい
うことで構築してきた．また，これらも年 1 回の会議
の中で位置関係を再構築し，さらにブラッシュアップ
していく作業を行ってきた．

以下，2014 年 9 月に発生した茨城県を中心とした
豪雨災害について触れる．

茨城県臨床工学技士会では，9 月 10 日の早朝に尋
常ではない雨が降っていたため，当会災害対策委員が
居住している常総市に近い筑西市に連絡を取ったとこ
ろ，すでに避難指示が出ているということで，大至急
連絡協議会の事務局・筑波大の斎藤先生，山縣先生に
連絡を取り情報収集を開始した．その中で筑西市も含
めて約 10 カ所の病院に連絡をとったところ，そのう
ち常総市の 5 カ所の施設で避難指示のために透析を終
了したという情報が入ってきた．

9 月 10 日 22 時に DMAT に支援要請をかけたが，周
りが冠水状態で一般道も閉鎖されており DMAT の到
着が遅れ，翌日 10 時 45 分に最初の搬送が開始された．
最終的に 9 月 12 日深夜に入院患者はすべて DMAT 搬
送が完了した．

当初はヘリの救助もあったが，急性期の患者のつり
上げができず，最終的にはボートで救出した．しかし，
ボートに搬送する時間も 1 人 10 分程度を要し，ボー

トから車に乗り替えた後も一般道がほとんど冠水状態
で，唯一通れる道路も渋滞で搬送に時間を要した．

患者移送のコーディネートについて，入院患者につ
いては筑波大学の連絡協議会の事務局が行った．また，
県の災害時情報ネットワークを活用し，患者を振り分
けて支援透析を行った（図 2）．

支援透析について，2 カ所の施設に 100 名近い患者
が集中した．これは，その施設にかかる負担はかなり
大きくなったが，患者を 1 カ所に集約できて安否確認
がスムーズに行えたことは好都合であった．

マニュアル作成は必須であるが，すべての災害に対
応できるマニュアル作成は困難であるので，有事のさ
いに臨機応変に対応できるような体制を整えることが
重要であると思う．

情報収集や配信方法等を一元化することが重要であ
るということが今回の災害を経験して再認識された．

（2）　特別講演に対する質問
［特別講演に対する質問①］（山川智之委員長）
患者搬送の問題が非常にネックだったという話があ

ったが，基本的にはある程度行政に依存する必要があ
るというのがわれわれの認識だが，そのあたりはどう
か．
［質問①の回答］（中山氏）
今回の常総市の対応の中での反省点の一つとして，

図 2　水海道さくら病院の経過
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警察の情報や災害対策本部の情報が共有できなかった
のがメディアでもよく取り沙汰されていた．今回，公
用車の貸出依頼に対して，一つの課でなんとか対応し
ようとしていたようだ．医療対策課があるが，医療対
策課と防災課との横のつながりができていれば，もっ
とスムーズになったのではと思っている．
［質問①の回答に対するコメント①］（筑波大学腎臓

内科：斎藤知栄先生）
茨城県の透析医の対策連絡協議会の事務局を務めて

いる．患者搬送について，県の保健予防課と毎年連絡
を取り合って，ライフラインの災害時対応等について
話し合っていたが，患者搬送について具体的なプラン
を立てておらず，今後は消防も含めてネットワークを
整備するべきであろう．

今回の水害では，医会の対策協議会だけではなく臨
床工学技士会は非常にネットワークが強靭であり，深
夜の水害の発生から 2 時間程度の間に各医療機関の受
け入れ先の手配を行った．これは非常に心強く，情報
の共有というところでは日本透析医会災害時情報ネッ
トワークに掲載することで，関係部署が状況を把握し
ていた．
［質問①の回答に対するコメント②］（福岡県透析医

会会長：百武宏幸先生）
本年 5 月に郡山市で臨床救急医学会があり，そこで

鬼怒川氾濫の報告があった．そこで対策本部，行政，
消防，自衛隊，DMAT が別々の場所に本部があって，
それぞれの連絡がうまくいかなかったことや，DMAT

の出動の時期などタイミングが合わず，それが問題で
あったという反省点を聞いた．総合本部としてフェー
ス・トゥ・フェースで各行政，消防，自衛隊が連携を
とって活動していくことが重要である，という話があ
った．

1-2　熊本地震における活動報告

本年 4 月に発生した熊本地震における活動報告とし
て，被災者でありながら組織的支援に取り組まれた熊
本県透析施設連絡協議会会長・久木山厚子先生より，
現地での活動報告をいただいた．引き続き，支援組織
として，日本透析医会災害時透析医療対策委員会委員
長・山川智之先生，および昨年 12 月の発足後初めて
の支援活動を行った JHAT 事務局長・山家敏彦氏より
報告があった．それぞれの報告要旨を以下に示す．

（1）　熊本県から（熊本県透析施設連絡協議会 

会長・久木山厚子先生）
熊本地震は大きく 2 回あった．1 回目の前震は 4 月

14 日午後 9 時 26 分ごろ，マグニチュード 6.5 で最大
震度 7 であった．28 時間後の本震は 4 月 16 日午前 1

時 25 分ごろ，マグニチュード 7.3 で最大震度 7 であ
った．本震は 1995 年の阪神・淡路大震災と同じ規模
であり，2 週間で 1,000 回以上の余震があったことが
今回の地震の大きな特徴である．

この地震における熊本県から大分県にかけての地震
活動の状況を図 3 に示す．14 日の地震は日奈久断層
帯の北端部の活動，16 日の地震は布田川断層帯の活
動によるもので，隣接する二つの断層帯が活動するこ
とで発生した連動型地震とみられている．

南阿蘇村において長さ 700 m，幅 200 m にわたり大
規模な土砂崩れが発生し，国道 57 号線が寸断された．
特徴としては大きな余震が多く，家に住むことはでき
るが怖くて家に帰れず，車中泊の人が多かったことが
あげられる．地震が 4 月の夜間であったため暖房器具
の使用が少なく，炊事の時間も外れていたため，火災
はほとんどなかった．

前震後の県内の透析施設の被災状況は，透析不能の
施設が 7 施設で，内訳は断水 4 施設，機械故障 2 施設，
施設損壊 1 施設であった．

16 日午前 1 時 25 分に最大震度 7 の本震が起き，県
内 93 施設中 27 施設が透析不能となった（図 4）．原
因は断水 7 施設，施設要因 13 施設，不明が 7 施設で
あった．午前 8 時半ごろ熊本県臨床工学技士会の災害
対策担当理事へ，メールで，熊本県の全透析施設が載
っている透析施設名簿をもとにメールし，日本透析医
会災害時情報伝達メニューのネットワークに施設状況
を書き込むように依頼した．その後，徐々に県内の状
況がわかってきて，熊本市およびその近郊は断水で透
析できない施設が多いが，県北部・天草・県南部はほ
ぼ被害がないことがわかった．その後もさらに情報が
入り，熊本市および近郊でも透析可能な施設があるこ
とが判明した．

福岡県透析医会・百武先生より，熊本に近い大牟田
市で 40 名の外来透析可能，また久留米大学で 100 名
の入院透析受け入れ可能と連絡をいただき，この情報
を熊本県透析施設協議会のホームページに載せた．

また，熊本県医療政策課より連絡があり，県内の透
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析施設の状況を聞かれた．それに対し，断水で透析で
きない施設が多いこと，そのため，もしかすると県外
に数百名規模の透析依頼が必要になるかもしれないこ
と，そのときは県で移送のための大型バスを用意して
ほしいことなどを話した．給水が必要な施設は県の医
療政策課へ直接電話するよう指示があり，この情報を
本会のホームページに載せた．

午後には厚労省健康局がん・疾病対策課より電話が
あり，熊本県の透析施設名簿があれば県内すべての施

設に状況確認の電話をしていただいた．この聞き取り
は，被災した施設および日本透析医会災害時情報ネッ
トワークの書き込みを見て気になる施設にその後も毎
日電話確認され，その結果を送っていただき大変助か
った．

JHAT より，技士・看護師のボランティア派遣可能
と連絡があった．これに対して施設ごとに直接要請し，
熊本県下 7 施設にボランティアが派遣された．

透析不能だった施設は，本震後の 4 月 16 日は 27 施

図 3　地震活動の状況

図 4　透析不可施設の要因の推移
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設，17 日は 24 施設であったが，18 日には水が供給さ
れたことにより 10 施設となった．

今回の地震を振り返って，まず日本透析医会を通じ
近隣の透析医会より全面的にサポートしていただいた
ので，県内で安心して透析することができた．

（2）　日本透析医会から（日本透析医会災害時透析
医療対策委員会，山川智之委員長）

透析医会は発災後直ちに災害時情報ネットワークメ
ーリングリスト（以下 joho_ml）で情報収集の開始を
宣言した．おおむね 2～4 施設ぐらいが稼働できてい
ないことは確認したが，このまま収束していくだろう
と考えていた．

4 月 18 日午前 6 時ごろ，地震の規模から院外搬送
が必要になる可能性が高いと判断して，福岡県透析医
会会長百武先生に福岡県内の受け入れ体制の準備を依
頼し，その後 joho_ml に福岡県内の支援透析の窓口が
百武先生になることを通知した．また，遠隔搬送の可
能性も視野に入れて厚生労働省のがん・疾病対策課に
中央行政として支援を要請した．

同日，東日本大震災と同様に緊急支援金募集を行っ
た．6 月 2 日現在，約 5,500 万円にものぼる支援金を
メーカー，医会，医会支部，施設単位，あるいは患者
に至るまで，多数の支援金をいただいた．

5 月 13 日，広い情報共有目的でのニーズはほぼな
くなったと判断，災害時情報ネットワーク情報収集を
終了した．経過は以上である．

東日本大震災の経験はかなり生きていたと考えるが，
ただ，東日本と同一視できないのは，情報の途絶がほ
とんどなかったことである．電話も通じるしメールの
遅延もないしファクスも使える，もちろんインターネ
ットも普通に使え，災害時情報ネットワーク自体もな
んの問題もなく，情報共有に関してまったくといって
いいほど障害がなかった．

支部の対策として，施設間の連絡の整備，行政との
協議，および給水・電気・患者搬送の問題については
お願いしたい．さらに，広域災害になると近隣の都道
府県の支部との関係が重要になってくるので，隣県と
の関係も重要である．

（3）　JHAT から（日本血液浄化技術学会理事長・
JHAT 事務局長：山家敏彦氏）

東日本大震災では組織的な支援対策として，視察隊
派遣，医療業務ボランティア派遣および支援物資供給
活動を実施した．これらの活動は被災地透析医療現場
に大きな力となったが，さらに効率的に支援活動が行
えるよう，日本透析医会，日本臨床工学技士会，日本
腎不全看護学会，および日本血液浄化技術学会のコア
4 団体を中心に，透析医療関連団体（学術団体，製薬
メーカー，機器メーカー等）を協力団体として構成す
る日本災害時透析医療協働支援チーム JHAT（Japan 

Hemodialysis Assistance Team in disaster）を 2015 年
12 月に発足させた．

そして 2016 年 4 月，震度 7 の激震が 2 度も襲った
熊本県では，JHAT 発足からわずか 4 カ月で，まだ十
分な体制も整っていない中，被災した施設への支援活
動を行った．

本講演では，透析医療における多くの経験から生ま
れた JHAT の支援活動について報告する（図 5）．

4 月 14 日の前震発災後，このときは報道関係のい
ろいろな情報を注視するに止まったが，16 日の本震
後 JHAT の活動開始を宣言した．17 日には支援物質
供給センターの設置準備を開始し，ボランティアの募
集も開始した．18 日には第一陣の先遣隊・業務支援
ボランティアを派遣し，物資供給センターの稼働を開
始した．

JHAT の活動方針として，まず支援コーディネータ
ー，あるいは先遣隊（視察隊）という機能を持つ部隊
の事前登録を行う予定であったが，実際には準備もで
きないまま発災した．ボランティアについても，操作
可能な装置（メーカー・機種）を含めた情報を事前に
登録しておき，適切な人材を派遣する方向で考えてい
た．

支援物資供給に関しては東日本大震災の時の活動経
験が生きた．事前に日本臨床工学技士会の事務局と神
奈川工科大学に支援物資供給センターを設置しようと
いうことになっていたが，今回の地震は限局した災害
なので，ぎりぎり物流が行くところまで行って，そこ
で拠点を構えることにして，久留米市にある聖マリア
病院に設置をさせていただいた．物資仕分け等のボラ
ンティアは延べ 72 名の方で担っていただいた．支援
された物資は大箱換算で 1,949 箱が供給された（図 6）．
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ボランティア派遣の内訳について，視察隊として情
報収集の役割を担った者は 10 名で，業務支援ボラン
ティアについては 37 名に全 7 施設に赴いていただい
た．登録数は 158 名に及び，その内訳は技士が 122 名，
看護師が 36 名であった．

JHAT へはいろいろ指摘はあるかと思うが，今回は
発災までに準備が十分できていないところで，なんと
か東日本大震災の教訓を生かしながら活動を終了した．
ご協力いただいた関係各位に感謝申し上げたい．

1-3　平成 27 年度各支部活動報告

【岩手県】
岩手県では，県内全透析施設で災害時透析医療支援

アマチュア無線ネットワーク（岩手透析ネット）を構
築した．毎週火・木の 2 日定期通信のほか，小規模な
通信訓練を数回実施した．大規模な県全般の通信訓練
を 1 回，内陸部中心の通信訓練を 2 回，および数施設
間で東北 DMAT と共同で実際の災害を想定した非常
通信訓練と患者搬送訓練を実施した．沿岸部の宮古
市・山田町の防災訓練に当院が無線通信で参加し，宮

図 5　熊本地震での JAHT の活動の流れ

図 6　支援物資の搬入・搬出量
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古市では通信コントロール局を当院が努めた．最近で
は透析施設だけでなく，一般のアマチュア無線局にも
協力局が出てきて支援体制もできはじめている．

岩手県は広いので遠距離通信に短波通信も必要で，
静岡の一部医療機関や，東京，大阪の非常通信推進団
体等とも連携し，全国規模の通信訓練に参加した．岩
手県腎不全研究会で非常通信訓練の実演を実施した．
また，岩手県災害時透析マニュアルの患者用が完成し，
行政用・医療施設用と 3 部が揃った．

【山形県】
山形県では，山形腎不全研究会と山形県臨床工学技

士会が連携して災害対策活動を行っており，昨年度は
下記の活動を行った．

平成 25 年度から 27 年度にかけて，山形県による透
析施設への衛星電話設置補助金給付がなされ，当事業
が終了してから初めて衛星電話による情報伝達訓練を
施行した．衛星電話のキャリアによってかけ方が異な
る，外部アンテナの有無を確認していなかった，など
衛星電話運用の問題点が明らかになった．今後，これ
らの問題点を克服すべく継続して活動していく．
・平成 27 年 5 月：県内各施設災害対策担当者調査．

担当者名簿作成
　　（主に公立病院では人事異動が多いため毎年調査

をしている．）
　9 月 1 日：災害時情報伝達訓練（透析医会ホームペ

ージを使用）
　　全施設が参加
　12 月 11 日：山形県透析災害対策講演会を開催し，

今後の課題について議論．
　　透析災害対策マニュアル作成 WG を発足
・平成 28 年 3 月 11 日：衛星電話による情報伝達訓練
　　県庁担当者を含む 29 施設が参加

【福島県】
福島県では，年 2 回，福島腎不全研究会開催に合わ

せ福島県透析医療災害対策連絡会議を行い，県北地区，
県中地区，県南地区，会津地区，相双地区，いわき地
区の 6 地区での災害対策について報告協議している．
また，年 3 回の MCA 無線を用いた災害時情報連絡訓
練を行っており，衛星電話配置施設でも年 1 回の情報
伝達訓練を行っている．

その他，透析医会福島支部が中心となり，「災害時
の透析医療を考える会」を年 1 回，講演会形式で開催
している．今年度は「災害時，透析医療を陰で支えて
くれた方々の声～災害時におけるマスコミの対応」と
いうテーマで，新聞・テレビ・ラジオ局の方々からご
講演いただいた．

【茨城県】
平成 27 年 9 月 3 日に茨城県庁で，定例の茨城県保

健福祉部災害対策マニュアルに基づく「災害時におけ
る透析医療に関する検討会議」が開催され，災害時発
生フローの協議が行われた．

一週間後の 9 月 10 日に，鬼怒川決壊による常総地
区の浸水で透析医療機関 3 施設が透析不能となり，9

月 11 日以降は入院および外来透析患者計 232 名の近
隣施設への割り振り調整を，茨城県や DMAT，茨城
県臨床工学技士会と連携して行った．水没した透析医
療施設の入院透析患者の移送には，茨城県災害本部と
茨城透析医災害対策連絡協議会会長との直接のやりと
りにより，透析日前に優先して転院を行うことができ
た．自宅浸水のため帰宅困難者や道路冠水による通院
困難者も，施設復旧まで約 2 カ月間にわたり受け入れ
を行った．また早くから日本透析医会災害時情報ネッ
トワークへ近況報告を随時行い，茨城県内外で情報共
有を行った．

今回は医療機関の連携は円滑に進み，県災害本部設
立早々に透析災害対策連絡協議会とのホットライン構
築など，行政との連携も円滑であったが，さらに災害
を体験し見えてきた課題もあり，今後より堅固かつ実
践的な災害対策となるよう反映させたい．

【栃木県】
・平成 27 年 9 月 1 日災害時情報ネットワーク訓練
栃木県では平成 24 年より県内を六つの地域ブロッ

クに分けて各ブロックに代表施設を置き，災害が起き
た場合にはまずブロック内の代表施設に情報を集め，
その後，県代表施設に情報を集約することとしたので，
平成 27 年もこれに従った形の訓練とした．情報伝達
は，災害時情報ネットワーク，メーリングリスト，
Skype を併用して行った．参加施設数は 54 施設であ
った．
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【千葉県】
1. 災害対応
・豪雨災害
平成 27 年 9 月 9 日夜半から 10 日にかけて東日本で

降り続けた大雨では，県内 65 施設（情報入力率 38.5

％）の情報登録があった．県内の被災は無かったが，
茨城県の被害が大きかったため，千葉県庁医療整備課
と共に千葉県東葛地区での支援体制を準備した．

2. 災害時情報伝達訓練
・関東 4 県（千葉県，埼玉県，茨城県，栃木県）合

同災害時情報伝達訓練
平成 27 年 4 月 24 日，関東 4 県合同災害時情報伝達

訓練を実施した．参加施設は，237 施設（千葉県：73

施設，茨城県：29 施設，埼玉県：112 施設，栃木県：
21 施設，東京都：1 施設，大阪：1 施設）であった．
来年度は東京都，神奈川県を含めた 1 都 5 県で実施す
る予定となった．

・日本透析医会と同時災害時情報伝達訓練
平成 27 年 9 月 1 日，災害時情報伝達訓練を，日本

透析医会の第 16 回全国訓練の実施にあわせて千葉県
透析医会と共に実施した．108 施設（参加率 63.9％）
の参加があった．

3. その他
・平成 27 年 5 月 18 日と 11 月 17 日に，千葉県健康

福祉部医療整備課担当者と県庁にて面談を行い，災害
時情報伝達訓練と 9 月の豪雨災害の報告を行った．

【長野県】
当会災害時救急透析医療対策検討委員会は平成 27

年 8 月 1 日，平成 27 年 10 月 31 日と 2 回開催され，
主に 27 年 9 月 1 日の第 13 回長野県透析医会災害時情
報伝達訓練についての打合せと振り返りを行った．

訓練においては例年までとは異なり，県透析基幹病
院が被災地となり基幹病院としての機能が失われた場
合を想定し，代行県基幹病院を主体とする設定で行っ
た．大きな混乱は無かったものの，代行県基幹病院が
県内の透析施設の位置関係を把握できていないことか
ら患者振り分けに苦戦するなど，新たな課題が明確と
なった．今後，各地区や地区内一部地域が被災した場
合など，様々な状況を想定した訓練を実施していく予
定．なお，昨年度の訓練参加施設は過去最高 74 施設

（非会員施設 11 施設）であった．
また，例年患者に配布している「災害緊急時透析情

報カード」については運用の見直しを行い，一部修正
をした．前年度未作成施設分および新規患者分を今年
度も配布する予定．

【静岡県】
静岡県腎不全研究会が中心となり，静岡県庁健康福

祉部と連携し，平成 27 年 3 月に災害時透析拠点施設
を設定した．概要は図 7 の通り．

現時点で第一種災害時透析拠点施設は 20 施設，第
二種災害時透析拠点施設は 33 施設が決まった．現在，
年 2 回の「静岡県災害時透析拠点施設連絡協議会」を

項　目 概　要

キーパーソン

○二次保健医療圏域（保健所単位）に設置
〈キーパーソンの役割〉
・災害時の情報集約化を図る．
・平時より災害時透析連絡会を開催し，行政との連携を図る．
○総括を置き，東中西部ブロックに支部を設ける．
　

第 1 種災害時
透析拠点施設

発災直後にはクラッシュ症候群など緊急血液浄化を行い，安
定化した後，通常の体制に移行する施設

第 2 種災害時
透析拠点施設

発災時に外来透析を中心となって行う施設

区　分 施設及び役職名 氏　名

総　括 浜松医科大学病院教授 加藤明彦

東　部 富士市立中央病院副院長 笠井健司

中　部 静岡県立総合病院副院長 森　典子

西　部 浜松医療センター副院長 大石和久

図 7　静岡県における災害時透析拠点施設
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開催し，静岡県臨床工学技士会と協力し，拠点施設間
の連携をはかっている．さらに本制度の立ち上げによ
り，各医療圏では市町村の透析医療担当者との連携が
進むようになってきた．

【京都府】
1. 京都府救急医療情報システム（京都保健医療よ

ろずネット）更改時に災害時透析情報の掲載が可能と
なるように要請―→実施スミ（災害時の透析受け入れ
状況が京都府民に Web 上で閲覧可能となった）．

2. 平成 27 年 3 月 27 日に開催された大飯・高浜原
発事故時の UPZ 圏よりの避難に関する「京都府災害
時要配慮者避難支援センター会議」に参加．平成 26

年度の活動報告で，「UPZ 圏内の通院透析患者の避難
は一般住民と同じ時期・同じ移動手段」となっていた
ため，同会議で「移送の優先順位を早めて，一般住民
と別枠での避難時期・方法の構築」を強く要請．

【広島県】
広島県では，平成 16 年 8 月に広島県災害時ネット

ワークメーリングリストを作成した．同年より中国地
区合同透析医療災害対策会議が立ち上げられ，この会
議が中心となって，中国ブロック 5 県合同ホームペー
ジ（http://otb.dip.jp）を開設している．このホームペ
ージは年々バージョンアップされ，現在ではネット上
で患者移送のやり取りが一覧表示で簡単に行えるよう
になり，中国 5 県合同で災害時情報伝達訓練を実施し
ている．今年度は 9 月 1 日に中国 5 県合同災害時情報
伝達訓練を行った．広島県では，全登録 83 施設のう
ち 41 施設の参加で，参加率 49.3％ であった．10 月 31

日には第 12 回中国地区合同透析医療災害対策会議を
開催した．

【高知県】
1. 高知県透析医会名簿改定（施設担当者，メール

アドレス更新）
定期的に更新を行い，施設の情報把握も行っている．
2. 災害時情報伝達訓練に参加（2015 年 9 月 1 日）
日本透析医会の災害時のネットワーク利用に慣れ，

発災時に施設毎に入力可能な人員を増やすように指導
している．本年は 40 施設中 37 施設の参加であった．

3. 高知県内透析患者実態調査（2015 年 4 月）

前年に引き続き，高知県とともに透析施設毎に患者
の実態調査を行い，施設単位での自力通院，車いす搬
送，寝たきり患者数の把握をした（施設単位での詳細
は非公表）．これをさらに行政単位での居住地域毎に
振り分け，災害時に搬送などの対応必要患者数の基礎
データとして把握した（公表，2016 年度も継続）．

4. 人工透析患者災害時支援検討会の開催（2015 年
1 月 27 日開催）

高知県と透析医会，腎不全看護研究会，臨床工学技
士会とで，2014 年 2 月 3 日の検討会の議論をもとに，
災害時の災害対策本部と透析医会の関係，役割分担に
ついて検討を行い，高知県の災害医療対策支部との整
合性を考慮し，2015 年度からは高知県透析医会の災
害対策も新たに 5 ブロックに分け直した．

5. 第 1 回災害透析コーディネーター連絡会の開催
（2015 年 7 月 30 日開催）

2015 年度からブロック毎に災害透析コーディネー
ターを 2 名設置した（高知県知事よりの委嘱）．
（1）　高知県南海トラフ地震時重点継続要医療支援

者マニュアル（案）の検討
（2）　災害透析コーディネーターの活動について
6. 第 49 回四国透析療法研究会における「震災対策

シンポジウム」開催
「高知県における震災対策について」発表
7. 平成 27 年度高知県災害透析研修会の開催（2015

年 11 月 28 日）
高知県と共同で研修会を開催した．

（1）　「高知県の災害時の透析支援について」
 高知県健康政策部健康対策課　課長補佐　中島信恵

（2）　「東日本大震災における岩手県の対応
～震災時の対応と震災後の対策について～」
岩手医科大学泌尿器科学講座　准教授　大森聡先生
本年度はこれらの継続的な取り組みに加え，高知県

と愛媛県の災害透析担当者（県職員や医会メンバー中
心）が愛媛県で初顔合わせの予定である．

【福岡県】
福岡県透析医会の平成 27 年度の災害活動について

報告する．
平成 27 年 9 月 1 日に行われた日本透析医会災害時

情報伝達訓練では，会員 155 施設中 126 施設（81.3

％）が参加し，参加施設数は年々増加してきている．
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今年は福岡地区で災害発生したという仮定で訓練を行
ったが，同時に，①災害時透析メールの着信調査，②
透析患者カードの携帯率調査，③被災施設支援訓練と
して，福岡県透析製品災害時供給連絡会と連携して被
災施設メンテトリアージ訓練，④福岡県臨床工学技士
会との情報連携を，併せて施行した．

9 月 10 日には，福岡県透析医会安全管理セミナー
として，日本透析医会常務理事・災害時透析医療対策
委員会委員長山川智之先生を招聘し「東日本大震災に
学ぶ透析医療の災害対策」という演題で講演会を開催
した．

また平成 28 年 1 月の九州地方大雪では福岡県内各
地で断水が発生したため，1 月 26 日に筑後ブロック
に災害対策本部を設置し情報収集にあたった．総断水
世帯数は約 19 万 8 千戸で，県内透析施設の 10 施設が
被災し，全患者の他施設依頼透析 4 件，給水要請 10

件であった．原因は屋内外の水道管凍結による破裂漏
水であった．断水復旧後の 1 月 29 日に災害対策本部
を解散した．

【長崎県】
・平成 28 年 1 月 25 日の大雪災害
・水道管の凍結および破裂が 4 施設．
・断水および供給低下が 3 施設．
・給水車による水の確保：2 施設．
・患者通院・送迎の確保
・透析：透析開始時間の調節・透析時間の短縮，透

析液の調節，透析日の調節（3 日空の透析あり）
で対応．

・スタッフの勤務：前日より出勤，前日近くのホテ
ルに宿泊，徒歩出勤（3 時間かけて）で対応．

【沖縄県】
・訓練
年 1 回，沖縄県が主催している総合防災訓練が，平

成 27 年度は 9 月 5 日に沖縄本島中部地区で開催され，
沖縄県透析医会でも例年通り携帯メール，災害ネット
ワークを利用した訓練を行った．本県ではネットワー
クを利用した訓練は平成 24 年より，基本的に医会主
催と県防災訓練を合わせて年 2 回参加しているが，こ
こ 2 年ほどは参加施設が固定化しており，これ以上の
発展は難しくなっている状況である．

・災害
8 月に八重山地方で観測史上最大の台風（瞬間風速

71 m）が襲来．前もって透析スケジュール変更で対
応したが，停電が 3 日間続き自家発電燃料の調達など
に困難を要したと報告があった．八重山ブロックの 3

施設はすべて自院での対応で解決している．沖縄電力
災害対策担当者に，八重山での電気復旧遅れが透析患
者に及ぼす影響について報告し，透析施設の電力復旧
に配慮するよう要望した．今後燃料調達についても働
きかけていく必要がある．

・講演会
昨年度より取り入れている，各ブロックの医師・技

士・看護師間の連携を構築する災害対策講演会を離島
を含む 6 ブロックで行い，災害対策に対する啓発活動
を広げていった．

・会議
県医師会災害対策委員会に，透析医会代表として継

続参加している．28 年度より県医師会とは別に透析
医会での災害対策委員会を立ち上げ，さらに協議を深
めていく予定である．

1-4　平成 27 年度活動報告

森上辰哉委員から平成 27 年度活動報告があった．

（1）　第 16 回災害時情報ネットワーク会議報告
会議では，特別講演として昨年 12 月に発足した

JHAT について，山家敏彦日本血液浄化技術学会理事
長にお話しいただいた．

引き続き委員会報告事項として，昨年度の災害時情
報ネットワークの活動報告および各支部の活動報告を
行った．協議事項として，平成 27 年度の活動計画，
第 16 回情報伝達訓練の実施について説明した．

会議には関係各位 80 名の方々に出席いただいた．

（2）　第 16 回災害時情報伝達訓練について
情報伝達訓練では 44 都道府県，1,658 施設と過去最

多の参加をいただいた．年度別にみると過去最多とな
ったが，都道府県単位でかなり温度差があった．

それと同時に，日本透析医会から衛星携帯電話を
16 台配布している施設等について，同日に本部への
電話とメールでの通信訓練を行ったが，通信状況はお
おむね良好であった．
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（3）　平成 27 年度の災害時情報伝達の実施
2015 年 5 月 13 日に，岩手県内陸南部で震度 5 強，

5 月 30 日に小笠原諸島で震度 5 強，および 7 月 13 日
に大分県南部で震度 5 強の地震が発生したが，いずれ
も透析医療には大きな被害はなかった．地震以外では，
茨城県を中心とした関東・東北豪雨災害発生時に情報
伝達を実施した．

1-5　平成 28 年度の活動計画

森上辰哉委員から，平成 28 年度の活動計画（表

2）について報告があった．
例年通り，日本透析医学会開催期間に合わせて開催

する災害時情報ネットワーク会議，9 月 1 日の災害の
日に行う情報伝達訓練，および震度 5 強以上もしくは
それに相当するような災害発生時に災害時情報伝達活
動を開始する．

その他，災害時情報ネットワークサーバーについて，
現在，本部，副本部の二本立てで行っているが，本年
度よりサーバーのクラウド化により，副本部を閉鎖し
て本部一本で管理していく．また，昨年より活動を開
始した日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）
に関して，引き続き協力していく．

2　第 17 回情報伝達訓練実施報告

平成 28 年 9 月 1 日（月曜日）に第 17 回情報伝達訓
練を実施した．方法は例年通り，地域における情報伝
達網を活用して，地域情報伝達用ホームページまたは
本部ホームページ（http://www.saigai-touseki.net/）
に施設情報を登録した．また，イリジウム衛星携帯電
話が配備されている支部災害時情報ネットワーク委員
には，本部一般電話との通話と，災害情報本部宛に電
子メール送信を依頼した．結果は以下の通りである．

①　参加施設数
参加施設は，直接本部ホームページに入力いただい

た施設，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，46 都道府県で計 1,959 施設
となり，昨年度の 1,658 施設を 301 施設上回り，2000

年の訓練開始以来，過去最高の参加施設数となった
（表 3，表 4）．

②　動作状況
動作状況については，大きな問題も発生せず良好で

あった．
③　イリジウム衛星携帯電話を用いた通話および電

子メール送信訓練
2005～2008 年に実施された日本財団助成事業「災

害時医療支援船事業」により，イリジウム衛星携帯電
話が配備されている施設（計 16 台）の各担当者につ

表 2　平成 28 年度活動計画

◆第 17 回災害時情報ネットワーク会議
◆第 17 回情報伝達訓練
◆災害時情報伝達活動
◆災害時情報ネットワーク管理用サーバーのクラウド及びそれ

に伴う副本部サーバーの廃止
◆日本災害時透析医療協働支援チーム「JHAT」活動への協力

表 3　災害時情報伝達訓練参加施設数

参加地域数 参加施設数

• 第 1 回（2000 年 7 月 7 日実施） 18 99
• 第 2 回（2001 年 7 月 6 日実施） 23 190
• 第 3 回（2002 年 9 月 3 日実施） 19 131
• 第 4 回（2003 年 9 月 3 日実施） 25 275
• 第 5 回（2004 年 9 月 2 日実施） 28 488
• 第 6 回（2005 年 9 月 1 日実施） 29 614
• 第 7 回（2006 年 8 月 31 日実施） 35 601
• 第 8 回（2007 年 9 月 4 日実施） 32 743
• 第 9 回（2008 年 9 月 2 日実施） 41 902
• 第 10 回（2009 年 9 月 1 日実施） 42 1,151
• 第 11 回（2010 年 9 月 1 日実施） 40 1,180
• 第 12 回（2011 年 9 月 1 日実施） 42 1,249
• 第 13 回（2012 年 8 月 31 日実施） 45 1,440
• 第 14 回（2013 年 8 月 30 日実施） 41 1,564
• 第 15 回（2014 年 9 月 1 日実施） 41 1,574
• 第 16 回（2015 年 9 月 1 日実施） 44 1,658
• 第 17 回（2016 年 9 月 1 日実施） 47 1,959

表 4　都道府県別参加施設数

北海道 ＝ 4 石川県 ＝ 19 島根県 ＝ 31
青森県 ＝ 1 福井県 ＝ 1 岡山県 ＝ 64
岩手県 ＝ 2 山梨県 ＝ 29 広島県 ＝ 86
宮城県 ＝ 52 長野県 ＝ 73 山口県 ＝ 55
秋田県 ＝ 8 岐阜県 ＝ 6 香川県 ＝ 8
山形県 ＝ 27 静岡県 ＝ 1 徳島県 ＝ 23
福島県 ＝ 55 愛知県 ＝127 高知県 ＝ 30
茨城県 ＝ 45 三重県 ＝ 16 福岡県 ＝123
栃木県 ＝ 45 滋賀県 ＝ 2 佐賀県 ＝ 9
群馬県 ＝ 5 京都府 ＝ 39 長崎県 ＝ 23
埼玉県 ＝155 大阪府 ＝100 熊本県 ＝ 75
千葉県 ＝105 兵庫県 ＝ 59 大分県 ＝ 53
東京都 ＝133 奈良県 ＝ 2 宮崎県 ＝ 49
神奈川県＝ 29 和歌山県＝ 1 鹿児島県＝ 26
新潟県 ＝ 35 鳥取県 ＝ 28 沖縄県 ＝ 60
富山県 ＝ 41

東京都（区）＝58，東京都（三多摩）＝75
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いて，災害時情報ネットワーク本部一般電話との通話
と，info-center@saigai-touseki.net 宛に電子メールの
送信を行った．

通話訓練では本部との通話が 6 件，メ－ルの送信は
7 件あり，通話感度はおおむね良好であった．

おわりに

最後に，災害時透析医療対策委員会担当理事，戸澤
修平先生より閉会挨拶の後，速やかに閉会した．今年
4 月の熊本地震では，透析医療へも大きな打撃を与え

た．そんな中で，日本透析医会を中心とする組織的支
援活動は，現地へ大きな力になったものと思われる．
日本透析医会は，本邦における透析医療災害支援の中
核として，さらに意義深い活動を続けていく．

文　　献

1） 森上辰哉，岡田直人，山川智之，他：第 16 回災害時情報
ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告．日透医誌    

2015； 30-3：442-455．
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要　旨

日本透析医会は，熊本地震の本震発生直後に福岡県
透析医会に支援透析の準備を依頼，また厚生労働省に
被災地および周辺自治体の支援を依頼した．迅速かつ
強力な行政の支援により，他県への支援透析のための
患者移送は最小限に留まった．亜急性期は施設スタッ
フに対する支援を目的としたボランティアを中心に対
応した．今回の地震は通信障害がきわめて少なく，災
害時情報ネットワークなどによる情報共有が有効に機
能した．

はじめに

東日本大震災では，約 10,000 人の透析患者が自施
設での透析治療を受けることが困難な事態が生じた．
しかし被災地の医療者の努力により，透析を受けさせ
ることができない，という事態にほぼ陥らせることな
く対応することに成功し，これは特に行政等各方面か
ら高い評価を受けた．一方でその過程には，情報共有
に不十分な点があったなどの様々な問題があった．

日本透析医会は東日本大震災の後，災害対策事業の
強化を目的に，医療安全対策委員会の一部会であった
災害時透析医療対策部会を独立させ，2011 年 4 月に
災害時透析医療対策委員会を発足，私が同委員会委員
長に就任した．東日本大震災によって，日本透析医会
の災害対策の活動，特に日本透析医会災害時情報ネッ

トワーク（https://www.saigai-touseki.net/）の認知度
は格段に上がったが，地域における情報共有のさらな
る向上を目指し，日本臨床工学技士会に依頼し，各都
道府県単位で，臨床工学技士会より情報コーディネー
タ－を選定していただき，災害情報ネットワークメー
リングリスト（以下 joho_ml）に加入していただくこ
とになった．これにより，災害時の情報共有について
は従来の医会のネットワークに加え，臨床工学技士会
のネットワークも活用できることになった．

2016 年 4 月に発生した熊本地震は，東日本大震災
以後最大の地震となった．地震の概要，被災地および
その周辺における活動については，本誌の他稿に詳し
い報告があるが，本稿では，日本透析医会としての支
援活動について述べる．

1　日本透析医会の初期対応

4 月 14 日 21 時 26 分に熊本県熊本地方で発生した
地震（Mj 6.5）は，後に 16 日の地震の「前震」と称さ
れたが，最大震度が 7 であったことから，災害時情報
ネットワークは震度 5 強以上で情報収集を開始すると
いう内規に従い，joho_ml において 14 日 21 時 42 分
に情報収集開始を宣言するメールを災害ネットワーク
本部より発信，災害時情報ネットワークホームページ
上でも情報収集を開始した．その後，メーリングリス
トおよびホームページに熊本県下の施設より報告が集
まり，15 日の時点では，熊本県下の 2～4 施設におい

医療安全対策（平成 28 年 熊本地震）

熊本地震における日本透析医会の対応

山川智之　秋澤忠男　隈　博政　戸澤修平　鈴木正司　篠田俊雄　太田圭洋　宍戸寛治　
土谷晋一郎　
日本透析医会

key words：災害支援，情報共有，断水，支援金

Response of Japanese Association of Dialysis Physicians to the Kumamoto Earthquake
Japanese Association of Dialysis Physicians
Tomoyuki Yamakawa
Tadao Akizawa
Masahiro Kuma
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て稼働できていない可能性があるが，支援透析自体は
スムースに対応できており，このまま収束していくと
いう認識であった．

この状況は 4 月 16 日 1 時 25 分に発生した 「本震」
で一変した．この地震は Mj 7.3 と阪神・淡路大震災と
同規模の地震であり，直後の報道からも，14 日の「前
震」よりもはるかに透析施設の被害が大きいであろう
ことは明らかであった．この時点で，熊本県下から域
外への移送および支援透析を想定した．

阪 神・淡 路 大 震 災（1995 年），新 潟 県 中 越 地 震
（2004 年），能登半島地震（2007 年），東日本大震災
（2011 年）と，地震によって施設が被災し，透析が不
可能になったさいの遠隔地への支援透析を数多く経験
してきたが，この支援透析の原則の一つは，被災地よ
りキャパシティの大きい地域に患者を受け入れる，と

いうことであった．この原則に従えば，熊本県で多数
の支援透析の必要性が生じた場合の受け入れ先は，九
州随一の都市である福岡市を含む福岡県下の施設が最
も適切である．

この判断の下に，まず 4 月 16 日午前 6 時頃に百武
宏幸福岡県透析医会会長個人の携帯電話に連絡をし，
福岡県内での支援透析の受け入れ体制の整備を要請す
るとともに，熊本県の施設との連絡も百武会長に一任
した．この時点では熊本県透析施設協議会（熊本県透
析医会支部）の久木山厚子会長には連絡せず，最初に
直接連絡したのは，16 日の本震発生 3 日後の 19 日で
あった．これは，支援透析の可能性が高い状況で連絡
系統を一本化し，少しでも被災施設の負担を軽減する
ための配慮を意図したものである．

同日 6 時 19 分には joho_ml に私から福岡県内の支

図 1　厚生労働省からの通知

事    務    連    絡 

平成２８年４月１６日 

 

 

各 都道府県人工透析担当課 御中 

 

 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

 

 

被災地の透析患者等の受入体制の確保等について（協力依頼） 

 

 

 御了知のとおり、平成２８年４月１４日に発生した熊本地方を震源とする地

震による甚大な被害により、現在、被災地域で透析患者に対し、透析医療の提

供体制が極めて困難な状況となっていることから、多くの透析患者を被災地域

外へ移送し、透析医療の提供を確保する必要性に迫られています。 

 また、被災地域の透析患者の受け入れについては、透析医会等の協力により

調整が進められているところであります。 

 

 こうした中で、被災地域以外の透析患者の受入医療施設や患者等が長期に滞

在する宿泊施設の確保についても、併せて必要となっているところです。 

 

 つきましては、今後、被災地からの透析患者の受入施設及び患者等の宿泊施

設の確保及び受入に係る調整等について、特段の御配慮・御協力の程よろしく

お願い申し上げます。 
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厚生労働省健康局がん・疾病対策課 
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援透析の窓口が百武会長になることを通知した．加え
て，メーリングリストの参加者に，お見舞いの内容の
メールを joho_ml に流すことを自粛していただく要請
をした．これは，東日本大震災の後に，メーリングリ
ストにいわゆるお見舞いメールが溢れ，被災施設の
方々から大事な情報が拾えない，という苦情があった
事に基づく判断であった．この要請により，対応期間
中メーリングリスト上のお見舞いメールは皆無であっ
た．紙面を借りてご協力に感謝したい．

次に行ったことは中央行政に対する協力の要請であ
った．これも東日本大震災の教訓で，発災後 5 日の 3

月 16 日に厚生労働省から各都道府県担当宛に事務連
絡「被災地の透析患者等の受入体制の確保等につい
て」が出されたことで，自治体の対応が明らかによく
なったことからの教訓であった．

4 月 16 日が土曜日ということで，どの担当者に連
絡するか，山㟢親雄前日本透析医会会長などのアドバ
イスもいただき，午前 9 時頃に，厚生労働省がん・疾
病対策課に連絡がついた．担当者には，中央行政とし
ての支援を要請，具体的には，遠隔搬送および熊本県
外での支援透析になる可能性が高い事を踏まえ，患者
搬送および支援透析を行う地域での宿泊の確保などに
つき，地元自治体の支援をしてほしい，との内容を要
請した．厚生労働省の対応は早く，同日付で図 1 の通
り，「被災地の透析患者等の受入体制の確保等につい
て（協力依頼）」が各都道府県人工透析担当課宛に発
信された．

また，被災直後は被災地域の情報収集が困難になる
ことを鑑み，昨年末発足したばかりの JHAT（日本災
害時透析医療協働支援チーム）に被災地における情報
収集，特に域外搬送の必要性に関する情報収集を要請
した．

同日，午前中から災害情報ネットワークホームペー
ジには被災施設の情報が報告されていたが，12 時頃
サーバーダウンし使用不能となった．運営会社に復旧
を要請，約 1 時間で復旧した．おそらく全国放送で災
害時情報ネットワークが告知され，アクセスが集中し
たことによると思われるが，これは東日本大震災でも
経験したことであった．

別稿の百武福岡透析医会会長の報告にもあるように，
福岡県下で数百人規模の受け入れ体制が整備された．
熊本県下では，30 施設が，ほぼ断水が原因で透析不

可となっていたが，厚生労働省健康局がん・疾病対策
課，および熊本県健康福祉部健康局医療政策課が熊本
県透析施設協議会と密接な連絡をとり，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，組織的な透析患者の移
動は，数十人にとどまったことは，別稿の久木山熊本
県透析施設協議会会長のご報告のとおりである．

2　日本透析医会の亜急性期対応

行政の多大な協力で，支援透析がほぼ熊本県下の対
応で賄われたが，給水による透析は不十分な治療にな
らざるをえないこと，支援透析自体が患者およびスタ
ッフに多大な負担を強いることから，急性期対応以後
の被災地に対する支援は，施設スタッフに対する支援
が中心となる．この対応の中心になっていただいたの
が，JHAT（日本災害時透析医療協働支援チーム）に
代表される施設スタッフに対する支援を目的としたボ
ランティアであった．JHAT による活動の詳細につい
ては他稿の山家敏彦 JHAT 事務局長の報告に譲る．

日本透析医会では，東日本大震災時と同様，支援金
募集を行うこととした．4 月 18 日に受付を開始し，
同年 6 月 30 日で締め切ったが，お預かりした支援金
は総額で，62,820,343 円に達した（表 1）．ご支援頂い
た方々は関連企業，医会支部，透析施設から個人まで
多岐にわたった．紙面を借りてであるが厚く御礼を申
し上げる．配賦先は，常任理事会において慎重に検討
した結果，被災施設の損壊が大きく復旧に多大な費用
がかかることを考慮し，総額の 9 割弱を熊本県透析施
設協議会にお預けして，被災施設に配賦していただく
こととした．

また前述のように，16 日付で厚生労働省より各都
道府県人工透析担当課宛てに「被災地の透析患者等の
受入体制の確保等について（協力依頼）」という通知

表 1　支援金配賦先

配賦先等 金額（円）

熊本県透析施設協議会 54,000,000
熊本県臨床工学技士会 3,000,000
日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT） 1,000,000
熊本県腎臓病患者連絡協議会 1,000,000
医療支援（ボランティア）派遣経費 3,068,326
義援金（熊本県災害対策本部） 792,017

合　計 62,820,343
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が発信されたことを踏まえ，19 日に改めて，私から
joho_ml に「各都道府県における支援透析対応の御願
い」という内容のメールを送った（図 2）．これは厚
生労働省の通知により各都道府県がなんらかの動きを
することを想定したもので，この時点で急性期の患者
移送の対応は終わっており，実際に他都道府県に移動
した患者はごくわずかであったようだが，今後の災害
に備え，各都道府県の透析関係者と行政が協議の場を
持つことは有意義であったと考えている．

4 月 27 日には JHAT が有意義な活動をしながら，
独自の HP を持たず，認知度が低いことを憂慮し，山
家敏彦 JHAT 事務局長に執筆していただいた JHAT の
解説記事を日本透析医会 HP に掲載した．5 月 13 日
には，現地の状況も鑑み，広い情報共有という目的で
の災害時情報ネットワークのニーズはほぼ終わったと
判断し，情報収集の終了を宣言した．

発災後 1 カ月を過ぎた 5 月 20 日に熊本を訪問，久
木山熊本県透析施設協議会会長および下條熊本県臨床
工学技士会事務局長と面談し，施設の被害状況につい
て視察した．

おわりに

以上，日本透析医会としての熊本地震における対応
の概要を述べた．熊本地震は，阪神大震災以後の地震
災害と比較しても，通信障害がきわめて少なく災害時
情報ネットワークなどによる情報共有が有効に機能し
た．一方，今回の災害支援は，福岡，熊本という全国
的に見ても施設間連携のレベルが高い地域だからこそ
成り立った部分も大きい．今後，施設間の連携が弱い
と思われる地域における連携強化が喫緊の課題と考え
る．

 From:    Yamakawa Tomoyuki <yamakawa@shirasagi-hp.or.jp>
 To:      joho_ml@saigai-touseki.net
 Date:    19 Apr 2016 08:26:53 +0900
 Subject: [ joho_ml ]  各都道府県における支援透析対応の御願い
----
日本透析医会の山川です。

4 月 16 日付けで厚生労働省健康局がん・疾病対策課より各都道府県人工透析担当
課宛に「被災地の透析患者等の受入体制の確保等について（協力依頼）」という
通知が出ています。これは各都道府県に対して被災地からの透析患者の受入施設
及び患者等の宿泊施設の確保及び受入に係る調整等について協力を御願いしたも
のです。
現状、患者がまとまった形で熊本県外に移送されても、熊本の隣県に留まると思
われますが、それとは別に親戚等を頼って遠隔地で透析を受けられる患者はおら
れるようです。
個別の依頼にご協力頂きたいのはもちろんですが、支援透析について行政からの
依頼や問い合わせ、また一般的な患者受け入れに関する相談が行政からある可能
性がありますので、その際は各都道府県の透析医会の支部あるいはそれに準ずる
組織におきまして対応をよろしくお願い申し上げます。

図 2　joho_ml 宛のメール
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要　旨

2016 年 4 月 14 日および 4 月 16 日に，熊本県熊本
地方を震源地とする最大震度 7 の熊本地震が発生した．
4 月 16 日の本震直後には県内 93 施設中，熊本市およ
びその近郊の 27 の施設が主に水要因（断水・水質汚
濁）のため，透析不能となった．しかし県北，県南，
人吉球磨地域，天草地域の施設は被災しておらず，被
災していない施設に依頼透析を行い県内でほぼすべて
の透析が施行された．また，熊本県医療政策課などと
の連携により優先的に給水が行われ，3 日以上透析が
できなかった患者は皆無であった．熊本県は日本透析
医会災害時伝達訓練時，ネットワークへの書き込みへ
の参加が毎年 90％ 以上であること，ほとんどの施設
で地震対策として，透析室で耐震マットを使っていた
こと，地震直後より日本透析医会を通じて近隣県の透
析医会よりバックアップしていただいた事，地震時，
施設透析をしていなかった事，津波がなかった事，通
信が比較的保たれていた事などが幸いし，約 1 週間で，
建物の大規模損壊があった施設を除く，ほぼすべての
施設が通常の透析に戻ることができた．

1　熊本地震の概況

熊本地震は大きく 2 回発生した．1 回目の前震は 4

月 14 日，午後 9 時 26 分頃，M 6.5 で最大震度 7 であ
った．28 時間後の本震は 4 月 16 日午前 1 時 25 分頃，
M 7.3 で最大震度 7 であった（図 1）．本震は 1995 年

の阪神淡路大震災と同規模であった．今回の地震の特
徴は余震が多く，2 週間で 1,000 回以上の余震があった．

熊本地震は断層面が水平方向にずれて発生する「横
ずれ断層型」の地震であった．被災地では地震発生時
に断層のずれが地表まで到達した「地表地震断層」が
確認された．14 日の地震は日奈久断層帯の北端部の
活動，16 日の地震は布田川断層帯の活動によるもので，
隣接する二つの断層帯が活動することで発生した連動
型地震とみられている．

2　透析施設の被災状況の概要

2-1　前震後の被災状況

4 月 14 日午後 9 時 26 分の前震後の県内の透析施設
の被災状況は，93 施設中 7 施設，257 名の患者が透析
不可となった．内訳は，水要因（断水・水質汚濁）4

施設，機械故障 2 施設，施設損壊 1 施設であった．当
院では施設損壊はごく一部であったが，カルテや倉庫
内の物品が床に落ちて散乱していた．そのため，これ
らをまず片づけてから透析を開始するということで，
いつもより 1 時間遅れで透析を開始した．その後も余
震は続いていたが，これが本震だと思っていたので，
地震が大変だったなという感じで 1 日過ごした．

2-2　本震直後の被災状況

前震の 28 時間後の 4 月 16 日午前 1 時 25 分に最大
震度 7 の本震が起き，県内 93 施設中 27 施設，血液透
析患者約 6,500 名中，755 名の患者が透析不可となっ
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図 1　熊本地震震源地
（資料　産業技術総合研究所）

図 2　県内で透析不可となった施設の場所
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た．この時点でわかっていた原因は，水要因（断水・
水質汚濁）が 7 施設，施設要因（破損・停電）が 13

施設，原因不明が 7 施設であった．
図 2 に県内で透析不可となった施設の場所を示す．

熊本市が一番多く，35 施設中 21 施設が透析不可とな
り，その他震源地に近い阿蘇，大津，益城，宇城で一
部透析不可となった．図 3 に震源地に近い益城中央病
院の透析室を示す．コンソールを置いている棚が転倒
し，コンソールも転倒した．ベッドもかなり移動して
いた．

3　本震後の透析施設の経過

3-1　経過と対応

［4 月 16 日］
午前 1 時 25 分に本震が起き，その後も震度 6 およ

び 5 の余震が朝まで続いた．
午前 7 時半過ぎには，福岡県透析医会会長の百武宏

幸先生より，「県外での透析が必要であれば，福岡県
が引き受けます．何人くらいになりそうですか？」と
ご連絡いただいた．しかしその時点ではまったく見当
がつかなかった．

午前 8 時半頃，熊本県臨床工学技士会の災害担当理
事にメールした．内容は「熊本県透析施設災害対策名
簿に載せてある E-Mail に一斉メールし，日本透析医
会災害時情報伝達ネットワークに施設状況を 16 日の
午前中に書き込むよう依頼して下さい」という事であ
った．この施設状況を毎日書き込むという依頼は 4 月
25 日まで続け，以後は週 1 回に変更し，5 月 9 日以降
は変わった事があった時のみ書き込むとした．

時間の経過と共に徐々に県内の状況が判明してきた．

熊本市およびその近郊は断水で透析できない施設が多
いが，県北，天草，県南はほぼ被害がないことがわか
った．その後もさらに情報が入り，熊本市および近郊
でも透析可能な施設があることが判明した．済生会熊
本病院より，2～3 時間の短時間透析をするので最大
300 名の受け入れ可能と連絡があり，国立熊本医療セ
ンターからも，他施設からの患者を受け入れていると
連絡があった．

この間，福岡県透析医会会長の百武宏幸先生より，
熊本に近い大牟田市で 40 名の外来透析可能，また久
留米大学で 100 名の入院透析受け入れ可能と連絡いた
だいた．

また熊本県医療政策課より連絡あり，県内の透析施
設の状況を尋ねられた．それに対し，断水で透析でき
ない施設が多い事，そのため，もしかすると県外に数
百名規模の透析依頼が必要になるかもしれない事，そ
の時は県で移送のための大型バスを用意してほしい事
などを話した．県から「水が供給できれば，透析でき
る施設が多いのですね」と聞かれ，「そうです」と答
えたところ，県医療政策課の担当者名と電話番号を教
えられ，県でも積極的に動くので給水が必要な施設は
直接電話するように言われ，これらの情報を熊本県透
析施設協議会のホームページに載せた．

16 日午前中に 93 施設中 50 数施設のネットワーク
への書き込みがあり，およその県内の状況は判明して
きたが，よくわからない所もあった．

そこで 16 日午後に全施設に施設状況を尋ねる FAX

をした．内容は「透析の可否．不可なら，原因は水要
因か，機械損壊か，建物損壊か？ 水が必要なら何ト
ン必要か？ また水が必要なら，県の医療政策課に電
話して依頼して下さい」ということであった．この
FAX の返事も 50 数施設からしか戻ってこなかったが，
県内で透析可能な施設に透析不可の施設が依頼透析を
して，かなり透析できている事が判明した．各施設の
透析時間は 2～4 時間であった．福岡県や大分県に透
析依頼をしても当時は高速道路，新幹線は使用できず，
一般道もかなり渋滞しており，他県に大型バスなどに
て移送するとかなりの時間がかかり，それだけで患者
は消耗すると考えた．そこで県内で透析を融通し合っ
たほうがよいと考え，できそうだと判断した．夕方 6

時頃，福岡県透析医会会長の百武宏幸先生に電話にて
「県内で透析できそうです」と伝えた．

図 3　益城中央病院透析室
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また 4 月 16 日午後に厚労省健康局がん，疾病対策
課より電話があり，「熊本県の透析施設名簿があれば，
県内すべての施設に状況確認の電話をします」と言わ
れ，熊本県透析施設災害対策名簿をメールした．その
後厚労省の方が数人で全施設に電話し，その結果を県
の医療政策課と熊本県透析施設協議会，熊本県臨床工
学技士会事務局にメールされた．この聞き取りは，被
災した施設および日本透析医会災害時情報伝達ネット
ワークの書き込みを見て気になる施設に，その後も毎
日電話確認し，その結果を送ってもらえ，大変助かっ
た．

この時点で，裏山が土砂崩れになり，閉院となった
南阿蘇村の病院だけが連絡がとれず心配したが，後で
患者が県内および大分県の施設に行っていたことが判
明した．

［4 月 17 日］
午前 7 時頃，熊本赤十字病院の上木原宗一診療部長

より電話があった．内容は「給水船が午前 8 時に熊本
港に到着する．透析施設に優先的に給水するので，必

要な量を FAX するように」という事であった．前日
給水が必要と依頼があった施設名と必要な量を県の医
療政策課に FAX し，自衛隊から給水してもらえる事
になった．しかし，1 施設当たりの必要な水の量が多
い事，道路が混んでいることもあり給水は思うように
進まなかった．

午後に熊本市 N 病院より，入院中の透析患者 10 名
が建物損壊のため同院での入院継続が困難と電話があ
り，久留米大学に連絡するよう話し，入院となった．

図 4 に熊本市の嶋田病院の受水タンクに自衛隊が給
水車で給水しているところを示す．この間ダイアライ
ザー，回路，穿刺針などの器材不足はどの施設もなか
った．

［4 月 18 日］
厚労省より，施設毎に 1 日に必要な水の量と器材に

ついて調査しているので，この結果は熊本県透析施設
協議会にもメールすると連絡があった．また厚労省よ
り，熊本市の K 病院が自衛隊の給水を受けていた時
は透析可能であったが，市水が来るようになったらタ

図 4　受水タンクに給水している所
　　　　　　　　　　　　　　   （熊本市嶋田病院）
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ンクの水が汚れて透析不可となり，他施設に透析依頼
したと連絡あった．

JHAT より技士，看護師のボランティア派遣可能と
連絡があり，市水の汚れとボランティア派遣の件を熊
本県透析施設協議会のホームページに書き込んだ．

［4 月 19 日］
熊本市内のかなりの施設は水の問題は解決したが，

数施設で市水がまだほとんど出ず，給水を継続したり，
市内の他施設に透析依頼を継続したりしていた．

［4 月 21 日］
熊本市では電気はほぼ全部，水は 80～90％ 復旧し

た．
午後 7 時より熊本県透析施設協議会臨時理事会を開

催し，地震後の県内の被災状況の情報交換をした．
被害状況以外の議題として，熊本市の病院の入院患

者の給食の食材が入手できずに困っているという話題
があった．避難所に食材を取りに行ってもこれは避難
している人のためだから渡せないと言われ，福岡県な
どに買い物に行ったとのことであった．済生会病院，
国立病院，日赤などは同じグループの他県の病院より
食材が送られてきているという事で，熊本にしかない
施設が入手に難儀していた．

次に，スタッフの疲労が蓄積してきているという事
を話し合った．スタッフ自身も被災しながら，学校が

長期に休校となり，子供を職場に連れてきて働いてい
たスタッフが多く，疲労が溜まっていた．多くの施設
は施設の一部が保育室の状態であった．これに対し
JHAT のボランティアを積極的に活用する事，県内の
被災していない地域の施設に臨床工学技士と看護師の
ボランティアを派遣できないかを尋ねる事とした．

3 番目に，透析不能のため，他施設に依頼透析をし
ている施設の保険請求はどうなるのかについて話し合
った．この件は熊本県の社保と国保を審査する先生に
相談することとなり，電話にて相談したところ，原則
として透析を行った施設が保険請求する．依頼時にダ
イアライザー，回路，穿刺針等を持参した施設はその
分を保険請求した施設より現金，もしくは現物で返し
てもらうという回答があり，これを各施設に FAX し
た．

3-2　被災施設の推移

図 5 に地震後の透析不可能だった施設の推移を示す．
前震後の 15 日は 7 施設で，内訳は水要因 4 施設，機
械故障 2 施設，施設損壊 1 施設であった．本震後の 4

月 16 日は 27 施設，17 日は 24 施設であった．17 日に
本格的な給水が始まったため，18 日には水が原因の
透析不可がぐっと減り，10 施設となった．水が原因
の透析不可は 4 月 23 日までで，その後は建物損壊に
よるものであった．
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図 5　透析不可施設の要因の推移
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4　地震時の県内の腹膜透析の状況

県内に約 200 名の腹膜透析をしている患者がいた．
地震直後にすべての患者に腹膜透析に関わっているメ
ーカーから連絡があった．内容は安否確認，ライフラ
イン，自宅損壊状況，連絡先，腹膜透析に必要な物品
の在庫状況，困っている点など多岐に渡っていた．患
者のうち 2 名が自宅の被災があり，入院となった．

また APD 施行中の約 30％ の患者は夜間の余震が
不安のため，一次的に CAPD に変更した．避難した
腹膜透析患者の多くはバッグ交換の時だけ自宅に帰っ
たりしていた．避難所で訪問看護を入れて，バッグ交
換し治療継続した事例もあった．そのため在宅，もし
くは避難先での腹膜透析治療の継続が可能であった．

5　これまでの熊本県透析施設協議会の 

　災害対策の取り組み

平成 19 年に阿蘇温泉病院院長の下村貴文先生が熊
本県透析施設災害対策分科会を立ち上げられた．この
時，熊本県透析施設災害対策マニュアルと熊本県透析
施設災害対策名簿録が作られた．

この災害対策名簿は毎年更新されている．現在，県
内に 92 の透析施設（地震後に 1 施設が施設透析を中
止した）があるが，このうち 83 施設が熊本県透析施
設協議会に入会している．この名簿録には熊本県透析

施設協議会に入会していない施設も入っており，県内
すべての施設が網羅されている．名簿録は熊本県内を
8 ブロックに分け，それぞれのブロック毎にブロック
長，副ブロック長を決めている．責任者は医師だが，
副責任者は臨床工学技士で，各施設の電話番号，FAX

番号，E-Mail を書いている．
熊本県透析施設災害対策マニュアルには，まず，熊

本県における透析施設災害時情報ネットワークシステ
ムを載せている（図 6）．これには

①　災害時には被害の有無にかかわらず，日本透析
医会災害時情報ネットワークに書き込む

②　各ブロック長は熊本県透析施設協議会災害対策
分科会会長と連携し，対策を検討する

③　ブロック長から被災施設に対し，患者コーディ
ネートを実施する

④　震度 6 以上が発生した場合，災害対策本部を設
置する

となっている．その他，各施設での災害対策，災害用
伝言ダイヤル，携帯電話災害用伝言板の利用方法など
を記している．これはいろいろ改良を加えながら現在
第 4 版である．

6　まとめ

6-1　感謝と幸運

①　感謝している事はまず，日本透析医会を通じ，

熊本県医師会
医療機関情報のまとめ

熊本県，市町村
（電力会社・ガス会

社・水道）

透析者
院内透析患者
トリアージ実施

被災患者
トリアージ実施

日本透析医会
厚生労働省に援助要請

熊本県透析施設協議会
災害対策分科会

被災状況まとめ
広域コーディネート

被災透析医療機関

被災状況の確認
透析患者の安否確認
透析継続の可否

患者受け入れの可否を
災害情報ネットワークへ

入力

各ブロック長施設

7ブロック毎の透析施設
災害対策名簿録の活用
エリア被災状況確認
患者コーディネート実施

図 6　熊本県透析施設災害時ネットワークシステム構図
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近隣の透析医会より迅速に全面的にサポートして
もらったので，県内で安心して透析できた．した
がって，県内で無理になったらいつでも他県に頼
めるという安心感があった．

②　行政が迅速に丁寧に対応してくれた．具体的に
は，厚労省厚生局がん・疾病対策課は本震直後の
4 月 16 日にいち早く県内の全透析施設に電話を
して被災状況を尋ね，その結果を逐一熊本県透析
施設協議会にメールされたので，各施設の状況が
よく理解できた．この連絡は 4 月 25 日まで毎日
あった．また厚労省は前震直後の 4 月 14 日午後
10 時 34 分に扶桑薬品にも連絡し「透析液の供給
を切らさない事，今後の状況について定期報告し
て下さい」と指示をした．熊本県の医療政策課も
また早急に給水をしてくれ，市水が出始めた後も

「必要なら給水はずっと続けます」と言われ，遠
慮なく給水依頼ができ大変助かった．

③　県内のほとんどの施設で地震対策がとられてい
たため，機械損壊がほとんどなかった．これは平
成 19 年に熊本県透析施設協議会災害対策分化会
が立ち上げられた時より，熊本県臨床工学技士会
も災害対策に熱心に取り組んだ結果であった．具
体的には機械室の配管のフレキシブル化を行って
おり，コンソール，セントラルの下に耐震マット
を置いていた．またコンソールにアンカボルトを
打っているところもあった．コンソールはキャス
ターフリーにしていた．

④　依頼透析については，日本透析医会のネットワ
ークを見て，また知己の施設に依頼して県内の施
設通しでスムーズに依頼透析ができていた．その
ため熊本県透析施設協議会としては，透析施設通
しでの依頼を基本とし，どうしても依頼できる施
設が見つからない場合に熊本県透析施設協議会が
捜して紹介するという形にした．

⑤　JHAT より 7 施設に 37 名のボランティアが送
られ，施設のスタッフが休むことができた．

⑥　電話，携帯電話，メールなどの通信が比較的保
たれていた．

⑦　地震は前震が木曜日の夜，本震が土曜日の夜中
であったため，施設透析をしていない時間であっ
た．また県内にオーバーナイト透析をしている施
設が 3 施設あるが，いずれも本震時はしていなか

った．家庭透析も行われていなかった．
⑧　熊本県透析施設災害対策名簿に県内の全施設を

載せていたので，全施設に迅速に連絡できた．

6-2　今回の反省および見えてきた課題

①　熊本県透析施設災害対策マニュアルには震度 6

以上で災害対策本部を立ち上げるという規約があ
り，前震後に立ち上げる必要があったのだが，被
災もほとんどなく，本震は終わったと思い立ち上
げなかった．規約どおりに立ち上げるべきであっ
た．

②　日本透析医会災害時情報ネットワークへの書き
込みが 2/3 くらいしかなかった．年 1 回の訓練
時には熊本県は毎年 90％ 以上の書き込みができ
ていたが，熊本地震時は 2/3 くらいしかなかった．
停電でパソコンが使えずできなかった，パソコン
が地震で壊れたなどという施設もあり仕方がない
ところもあるが，この書き込みを見て依頼透析が
できていたし，また厚労省も毎日この書き込みを
見て施設状況を確認していたようなので，スマホ
からも書き込みができるので災害時にはネットワ
ークに積極的に書き込むという事をさらに啓発し
たほうがよいと思った．

③　当院が事務局となったが，最初の 3 日間は大量
の電話とメールがあり，これにかなりの時間を割
くこととなった．この中には急ぐものとそうでな
いものがあり，必要な情報を早くホームページや
メールで発信しなければならないのにそれがなか
なかできないというジレンマがあった．また
NHK で最初の 2 日間「熊本県内のほとんどの施
設で透析できない」というテロップが流れたため，
他県より透析受け入れ可能という電話が相次いだ．
NHK に電話し，「県内で被災し透析できない施設
もあるが，透析可能な施設がカバーしほとんど透
析できています」と言った後，そのテロップは流
れなくなり，他県よりの透析受け入れ可能の電話
も減少した．その他のマスコミからも問い合わせ
があり，この対応にも追われた．できれば今後事
務方のボランティアに事務局に来てもらい，情報
の仕分け，マスコミ対応などを手伝ってもらえた
らと思った．

④　給水車で水を持ってきても最初は施設にポンプ
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が無いため，手作業で給水した施設があった．後
には給水車がポンプも持ってきたが，施設にポン
プを常備しておけば，もっと迅速な給水が行えた
と思った．

⑤　多方面より支援物資を送ってもらい，大変感謝
しているが，地震後 4～5 日までは皆多忙を極め，
物資を仕分けして配る人がいなかった．取りに行
くにも道路がかなり渋滞し大変であった．できれ
ば物資は仕分けして配る人と共に送るか，施設毎
に送ったほうがよいのではと思った．

⑥　ボランティアを JHAT に頼んだが，JHAT がま
だできたばかりという事もあり，日本透析医会の
ホームページより入りにくいと思った．

⑦　入院患者の給食の食材の備蓄が減り，食材確保
が困難な施設があった．避難所にきている支援物
資は避難所にいる人のためなので，渡せないと言
われ，福岡県まで買いに行った施設もあった．災
害時，給食の食材確保については，今後行政より
積極的に支援していただけたらと思う．

⑧　患者移送手段が施設でバラバラであった．大型
バスの損傷，車庫の損傷で，大型バスの手配が難
しかったこともあり，他施設で透析を受ける場合
の患者移動の手段がバスでの移送，施設の送迎車
での移送，患者自身の車での移動など各施設で対
応が異なっていた．災害時の患者移送手段につい
ては，今後県の医療政策課の方などと検討すべき
と思われた．

⑨　スタッフ自身も被災しながら，また学校が長期
に休校となり，子供を職場に連れてきて働いてい
たスタッフが多く疲労が溜まっていた．施設の一
部は保育室状態のところも多く，この子供達の世
話をする人がいなかった．今後子供達の世話をす
るボランティアが必要と思われた．

⑩　熊本県透析施設災害対策名簿に透析責任者個人
の携帯番号を載せていなかったが，災害時，病院
に電話をかけてもなかなか繋がらない事が多く，
載せたほうがよいのではと思った．

7　おわりに

最大震度 7 が 2 回起こった熊本地震に遭遇した．し
かし，近隣の透析医会より迅速な力強いサポートがあ
った事，行政，DMAT，自衛隊などがいち早く援助し
てくれた事，県内の透析施設通しでの依頼透析がスム
ーズにいったことなどから一人の透析難民も出さずに
乗り越える事ができた．関係の皆様方に心より深謝申
し上げます．

2011 年の東日本大震災時の教訓が今回生かされ，
以前の災害時より多方面からの援助が素早く行われ，
無事に乗り切ることができた．今回の地震報告が今後
の災害対策に役に立てれば幸いと思う．

地震時の資料を提供いただいた熊本中央病院有薗健
二先生，嶋田病院嶋田英敬先生，益城中央病院宮本哲
明先生をはじめとする熊本県透析施設協議会の先生方
に心よりお礼申し上げます．
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要　旨

平成 28 年熊本地震では，“本震”“余震” 以外に聞い
た事のなかった “前震” といった言葉が使われ，前震，
本震ともに最強震度 7 の揺れを経験するなど，想定外
の地震を経験することとなった．前震直後から被災情
報の収集を熊本県透析施設協議会災害対策分科と行い，
本震後からは，九州臨床工学技士会連絡協議会ならび
に全国から支援いただいた物資を受け入れ，被災した
施設に配布を行った．また，日本災害時透析医療協働
支援チーム（JHAT）が設立後初めての活動となった．

はじめに

熊本県の透析医療の災害対策は熊本県透析施設協議
会（以下，協議会）が主となり話し合われていたが，
平成 20 年度より熊本県透析施設協議会災害対策分科
会（以下，分科会）が設立され，分科会の災害対策事
業に熊本県臨床工学技士会（以下，熊臨工）が参画す
る形で活動を行っていた．

分科会では，熊本県透析施設災害対策マニュアルと
して，熊本の 94 透析施設を地域ごとに 8 つのブロッ
クに分けて，各ブロックにはブロック長を設置し，災
害時には各施設の被災状況をブロック長に連絡し，各
ブロック長はブロックの被災状況を分科会会長に連絡，

相談するといった体制を整えていた．また，熊臨工の
災害対策担当者は，災害時に実動部隊として迅速に対
応できるようにと 2 名の理事を任命していた．熊本で
の災害と言えば，平成 24 年 7 月には九州北部豪雨災
害を経験するなど風水害の発生が多いが，分科会の中
では，近い将来熊本に地震が起こることを想定し話し
合われていた．ただ，今回の平成 28 年熊本地震では，
“本震”“余震” 以外に聞いた事のなかった “前震” とい
った言葉が使われ，前震，本震ともに震度 7 の揺れを
経験するなど，想定外の地震を経験することとなった．

この平成 28 年熊本地震で熊臨工が取った災害対応
を報告する．

1　経　過

1-1　4 月 14 日（木曜日）

21：26　前震．上益城郡益城町で震度 7，熊本市など
で震度 6 弱となるほど，熊本県を中心に西日本の広
い範囲で強い揺れを観測した．震源の深さは約 11 

km．地震の規模を示すマグニチュード（M）は 6.5

と推定（図 1）．
22：41　熊臨工としては，まずは県内の各医療施設の

被災状況把握を行う事が大切であると考え，SNS

を使って，当会災害対策担当者の西村災害担当理事
（以下，西村）に県内の施設の被災状況の調査の指

医療安全対策（平成 28 年 熊本地震）

熊本地震における熊本県臨床工学技士会の対応
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示を出した．
23：06　西村が，熊本県透析施設協議会災害対策分科

会会長（嶋田病院理事長　嶋田医師）と連名にて，
熊本県透析施設協議会災害対策分科会メーリングリ
スト（以下，災害対策 ML）ならびに熊本県臨床工
学技士会理事会メーリングリスト（以下，理事会
ML）に，各ブロック長または副ブロック長は地震
の被害について情報収集と報告，日本透析医会の災
害情報ネットワーク（以下，災害情報 NW）への書
き込みのお願いを行った．

　　この時点で，災害情報 NW には，2 施設で施設損
壊により透析不可能と書き込みがあった．

1-2　4 月 15 日（金曜日）

1：43　西村が災害対策 ML で，各施設は各ブロック
長への報告のお願いと，集まった情報で現状報告を
行った．この時点で 4 施設が透析不可，明日朝にな
ればさらに増えると予想された．また，支援透析に
ついては，各施設間でやり取りして頂くことがベス
トだが，「支援が必要な場合は各ブロック長に連絡
すること，各ブロック長は采配を行うこと．」との
お願いを出した．

10：55　西村が透析不可となっている 4 施設に対応し
ていただく受け入れ支援先の施設名を災害情報 NW

へ書き込んだ．また，熊本市内の施設から水道水が
汚濁し始めているとの情報があり，水質の劣化して
いる事についての注意喚起を行った．この時，熊本
市水道局は水質が劣化したので塩素を末端濃度 1 

ppm 以下ではあるが通常より多く添加しており，
この情報を受けて，「水道水の汚濁の為，PRE フィ
ルターの交換は早めに行い，また RO 装置の回収率
が高い施設は RO 水の残留塩素測定頻度を多くしま
しょう．」との注意喚起を行った（図 2）．

15：08　筆者（山田）が日本臨床工学技士会メーリン
グリスト（以下，日臨工 ML）に現状の報告とご心
配いただいていることのお礼を書きこんだ．この時，
理事会 ML や SNS での情報のやり取りの中では，
熊本市近郊の 7 施設が水道管破損，装置故障，停電
などを理由に透析不可とのことであった．ただ，多
くの施設が被災は受けたが，各施設自力にて修理を
行い，本日中もしくは明日には自施設にて透析再開
する予定との情報が入り，大変な状態ではあるが，
なんとか乗切れるといったムードにあった．

17 時頃　依然余震は続き．熊本市内では，水道管が

図 1　前震翌日の新聞報道

図 2　汚濁した貯水槽水と汚れた PRE フィルタ
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破れたのか水道水圧が徐々に下がり，19 時頃には
断水となり，熊本市内で透析可能であった施設でも
水の確保ができず透析不可となった．この時，一部
の施設では自衛隊より給水を受けるなどして（図

3），水の確保ができていたが，多くの施設が水を
確保することが第一の課題となっていた．

1-3　4 月 16 日（土曜日）

1：25　本震．再び益城町で震度 7，熊本市，宇城市，
南阿蘇村，菊池市，合志市，宇土市，大津町，嘉島
町で震度 6 強の地震が発生し，その後も震度 6 弱以
上が断続的に発生．この時，県災害対策本部が発表
した主な被害報告は，南阿蘇村の黒川に架かる阿蘇
大橋が崩落．俵山トンネルが崩落．南阿蘇村河陽地
区で多数の家屋倒壊やがけ崩れが起き，複数が生き
埋め．西原村小森で 3 人が生き埋め．熊本城の宇土
櫓の一部が崩壊．南大手門の石垣が崩壊．水前寺成
趣園では，池が干上がった状態になり，参道の鳥居
が崩壊．嘉島町では家屋全壊が相次ぎ 3 人が死亡．
宇土市役所が半壊．八代市松崎町のアパート火災で
死者 1 人（図 4）．

　　この時，災害情報 NW には，熊本の透析施設 94

施設中 21 施設で透析不能との書き込みがあった．
主な要因は断水，停電，施設損壊などであった．特
に断水は致命的であり，熊本市の多くの施設が断水
の影響で透析不可となっており，給水について協議
会と熊本県医療政策課が連携し情報収集を開始した．

井戸水を使用していた施設も一時的に井戸が枯れる，
水質が悪化するなどの影響があり，透析を中止した
り，他施設へ依頼したりするなど様々であった．

8：09　公益社団法人日本臨床工学技士会（以下，日
臨工）の井福副会長が日臨工 ML で，支援物資の搬
送先を探す文を発信した．その内容は，「日臨工で
は川崎会長の指揮の下，熊本を含む被災地への支援
物資の搬送を検討し活動しております．つきまして
は，メール受信が可能で，対応可能な方は，必要物
資の内容，搬送先として熊本は可能でしょうか等，
お知らせ願えれば幸甚です．熊本への施設が困難で
あれば，久留米や大牟田等からの搬送を模索します．
被災で多用中のところ，宜しくお願い申し上げま
す．」であった．

8：14　九州各県の臨床工学技士会で運営している，
九州臨床工学技士連絡協議会（以下，九連協）の
ML に同様の文を発信した．この時，筆者を含め熊
本市近郊の施設で勤務する理事は，被災状況が激し
く対応に追われメールの確認ができていなかった．

8：19　上記のメールを見て，熊本市内から約 40 km

離れた八代市の熊本総合病院で勤務する当会理事の
谷口副会長（以下，谷口）が，現在の被災状況や必
要とする支援物資を何処に送ればいいのか，絶対的
に情報量が足りないと「日臨工が熊本地震を受け支
援物資の検討に入りました．最大の効果を出すため
このページを連絡網として開放します．被災者の皆
様につきましては「どこに」「何が」必要かをコメ
ントしてください．」とアメーバブログ（http://

ameblo.jp/ecgmaster/entry-12150746859.html）にア
ップした．また，14：26 に谷口は，災害情報 NW

に未だに圧倒的に情報が不足しているとして，自ら

図 3　自衛隊による給水

図 4　本震翌日夕方の新聞報道
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の携帯電話の番号をアップし，その後，上記のブロ
グにも携帯電話番号をアップした．

8：41　筆者に谷口より携帯電話で「熊本で支援物資
の搬送先を探す ML が届いているがまったく対応
できないのか．災害対策担当者が被災して対応が取
れないのであれば，私が災害対策本部として初動を
行います．」と報告と相談があり，谷口が西村と相
談し，谷口が一時的な災害対策担当者兼災害対策本
部となった．

9：19　遅れてではあるが，当会理事の下條災害担当
理事（以下，下條）が日臨工 ML に，「搬入は歓迎
ですが，現在，多くの施設で透析患者の受け入れ先
を探すのが手一杯で情報発信に苦慮しているようで
す．分配，告知まで手が回りませんので人員も多め
に出していただけると対応します．熊本市中央区は
停電，断水，強余震が頻発し周囲はパニック状態で
治安は最悪です．」と書きこんだ．筆者を含め支援
や支援物資に関して対応できる状況ではなかった．

17：21　災害対策担当者となった谷口は，理事会 ML

を誰も見てないと判断し，各理事の携帯電話に直接
電話連絡を取り，被災状況の確認を行った．また，
県庁，水道局，ガス会社に電話し状況を確認し，そ
の情報をブログにアップした．

17：30 頃　筆者に福岡県臨床工学技士会高取副会長
（以下，高取副会長）より九連協を代表して携帯電
話に電話があり，「被災状況と支援物資を何処に送
ればよいのかと．」といった問い合わせがあったが
返答できず，「谷口に連絡して確認してほしい．」と
のお願いと，「まだまだ余震が続いており，支援物
資を送っていただくにしても，一般道の道路状況も
悪く，無理して熊本に来ていただいても二次災害に
巻き込まれる可能性がある．」ことを伝えた．この
後，谷口に高取副会長より電話が入り，九連協から
19 日に支援物資を送りたいが，どこに送ればいい
のかを決めてほしいという旨が伝えられた．

　　この時すでに，谷口は，全国から送られてくる大
量の支援物資を想定し，支援物資の一次拠点を確立
する必要があると考え，一次拠点として株式会社ア
ステム（以下，アステム）の鳥栖の物流倉庫を使用
させていただく考えで，アステム鳥栖のセンター長
に直接電話し快諾を頂いていた．またディーラー・
メーカーに物資搬送の協力依頼を行い，アステム，

アイティーアイ株式会社（以下，アイティーアイ），
川澄化学工業株式会社（以下，川澄化学工業）から
承諾を頂いていた．また，SNS 経由で株式会社ス
リーダイン，株式会社マインヘルスケアからも協力
宣言を頂いていた．

1-4　4 月 17 日（日曜日）

6：05　西村が災害情報 NW に「断水の現状と今のと
ころは大規模な県外避難の計画はない．」との報告
を行った．また，6：14 に「本日は日曜日だが，透
析を予定している施設も多くあるようです．皆さま，
もうしばらく頑張りましょう．」と現状報告と励ま
しの言葉をかけた．

10：03　西村が災害情報 NW に支援物資に関する情
報として，「支援物資の物流をアステムユニファ社
へ依頼し，同社の鳥栖倉庫を拠点に検討中です．ア
ステムユニファ担当者様，熊本総合病院の当会副会
長で調整しております．」と書き込んだ．

　　谷口は，まず九連協からの支援物資をどうするか
を考え，送られてくる物資は大量にあり，熊本市内
では食料も尽きかけていることから（図 5），多く
の人に届けることができるように，熊本市内で理事
が在籍する施設に電話連絡し，熊本機能病院（筆
者），朝日野総合病院（浦田副会長），宇土中央クリ
ニック（田代理事），熊本大学病院（山下理事），熊
本泌尿器科病院（下條事務局長）の各理事宛に支援

図 5　物資不足を報道する新聞
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物資を送る手配を行った．
　　次に，今後の全国から届く支援物資の二次拠点を

熊本市内に置くため，熊本泌尿器科病院，熊本機能
病院，朝日野総合病院に二次拠点になってもらうよ
うにお願いをした．鳥栖の一次拠点，熊本の二次拠
点の 2 カ所が確立したことで物資搬送ラインができ
た．

　　また前日，ブログで電話番号を公開したことで
様々な方から励ましの声や，患者さんからの電話，
東日本大震災経験者などから絶え間なく電話が鳴り
響き，その中でも有力情報を得るためには自衛隊と
協力したほうが良いとの情報を得た．その情報をも
とに熊本県庁の職員と連絡を取り担当部署を紹介し
てもらい，月曜日（明日）電話する予定でいた．

　　さらに，日本災害時透析医療協働支援チーム（以
下，Japan Hemodialysis Assistance Team in disaster;  

JHAT）（山家事務局長，中村災害対策副委員長）か
らも連絡が入り，「支援物資の件は JHAT に一任さ
せほしい．」ということであった．また，その旨を
支援物資の一次拠点に指定したアステム鳥栖にも連
絡されており，一次拠点を久留米の聖マリア病院に
置くという内容であった．聖マリア病院の担当責任
者は井福副会長であった．

1-5　4 月 18 日（月曜日）

10：24　下條が災害情報 NW に，厚労相よりのお願
いを書きこんだ．行政は，各施設のその日の状況を
把握し，行政と各施設が連携を密にした対応を取り
たいとのことで，「1 日一度は災害情報 NW へ施設
状況を書き込みしていただきたい．」といった内容

であった．
13：24　谷口は，視覚効果を利用し，より拡散効率を

高めるため図 6 を作成し，ブログにアップし SNS

（http://ameblo.jp/ecgmaster/theme3-10096509681.

html）で拡散した．この記事で 100 件に近い拡散を
得た．

14：50　下條が災害情報 NW に重要事項として以下
の文を書き込んだ．「現在，厚生労働省，熊本県，
自衛隊と連携し給水の安定供給に向けて取り組んで
おります．給水を確保するにあたり，施設の設備状
況など詳細な情報が，至急必要になっています．①
1 日あたりの透析に関する水の使用量　②貯水槽の
容量　③給水車と給水槽の間を繋ぐためのデバイス

（○○メートルのホース，ポンプ，等）　④その他，
分かる範囲で構いませんので詳細をお伝え下さい．
お忙しい中恐縮ですが，本日 19 時には透析医会災
害時情報 NW に記載いただきますよう，ご協力お
願いいたします．」

1-6　4 月 19 日（火曜日）

13：00 頃　九連協に集まった支援物資の搬入が福岡・
宮崎と熊本の北南より開始された．福岡からは高取
副会長，宮崎からは宮崎県臨床工学技士会福元会長
が支援物資の搬送と慰問を兼ねて熊本入りされた．
この時の支援物資の配送役をアイティーアイ，川澄
化学工業，日機装株式会社に行っていただいた．主
な支援物資は水，食料，生活衛生用品などであった．
熊本機能病院，朝日野総合病院，宇土中央クリニッ
ク，熊本大学病院，熊本泌尿器科病院へ搬入され，
近隣施設の臨床工学技士（以下，CE）へ配布した．

図 6　ブログにアップし SNS で拡散した図
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配布するさい，協議会に加入している施設，ならび
に CE が勤務する医療施設に電話連絡を入れ，支援
物資が必要か否かの確認をすべて行った．

15：00 頃　配布を開始し，受け取りに来ることがで
きない施設には，理事が自家用車を使用して配布を
行った．

　　また，この時二次拠点となっていた施設から，予
想以上に一挙に大量に支援物資が届くことから，一
時保管する場所の確保ができないとのことで二次拠
点を降りたいとの相談があり，当会理事の浦田副会
長（以下，浦田）が勤務する朝日野総合病院の CE

の更衣室が病院棟とは別棟のアパートで広く，駐車
場に隣接して支援物資の搬入も容易であったため，
朝日野総合病院の CE 更衣室が熊本の二次拠点とな
った．

1-7　4 月 20 日（水曜日）

15：00 頃　JHAT の山家事務局長，中村災害対策副委
員長が全国から届く支援物資の拠点基地視察のため，
福岡の一次拠点からの道路状況と二次拠点の朝日野
総合病院を確認に来熊された．朝日野総合病院では，

浦田と筆者が同行していたが，二次拠点のスペース
以上の支援物資が届く可能性があるとして，必要時
には筆者が知る，株式会社ワイズリーディングの倉
庫も間借りする手はずを整えた．この時の山家事務
局長から，「配送会社による熊本県内への搬入は困
難であり，熊本へ直接搬入は断念し，久留米市の聖
マリア病院を一次拠点として仕分けを行い，次に医
療企業の協力を得て，二次拠点となる熊本市北区の
朝日野総合病院へ搬入し，配布する．」といった一
連の流れが説明された．

17：00　朝日野総合病院の CE ならびに理事が自家用
車で支援物資の配布を行った．19 日，20 日の 2 日
間で 22 施設に配布した．

1-8　4 月 21 日（木曜日）

午前中　JHAT の支援物資が二次拠点の朝日野総合病
院に搬入される．支援物資の仕分け作業は，浦田を
中心に熊本市民病院の CE  1 名，朝日野総合病院の
CE，理事が行った．支援物資が入った箱の外は，
熊本のみんなを心配する言葉や励まし応援の言葉が
所狭しにびっしり書いてあったり，箱の中に同様の

図 8　二次拠点に搬入された支援物資

図 7　支援物資に貼られた応援のメッセージ
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手紙が入っていたりと支援物資と共に頑張ろうとい
う気持ちも一緒に頂いた（図 7, 8）．

12：58　筆者が災害情報 NW に，「朝日野総合病院を
二次拠点とし支援物資が届き配給を始めたこと．こ
の情報は施設長だけではなくスタッフの方々へも告
知していただくこと．物資の受け渡しは，基本的に
は受け取りに来ていただくこと．受け取りに行くこ
とが困難と言われる方や施設は，取引のある医療企
業さんにお願いすること．受け取りに行くこともお
願いすることも難しいと言われる場合は，筆者に連
絡すること．是非ともスタッフ一人一人に声を掛け
て頂き，不自由にしていないかの確認をしていただ
くこと．」とお願いの書き込みを行った．

17：00 以降　支援物資をどうしても受け取りに来るこ
とができない施設については，理事が業務終了後に
自家用車で配布を行った．配布した施設では「CE

以外は貰っていけないのか？」とのお尋ねもあった
が医療関係者へ分け隔てなく配布した．

　　この日は，11 施設へ配布し，個人で数人の方が
受け取りに来た．

1-9　4 月 22 日（金曜日）から 4 月 29 日（金曜日）まで

［4 月 22 日（金曜日）］
支援物資の仕分け作業等を熊本市民病院の CE  1 名，

朝日野総合病院 CE，理事が行った．4 施設へ配布し，
個人で数人の CE が受け取りに来た．

［4 月 23 日（土曜日）］
支援物資の仕分け作業等を熊本の JHAT 担当者，朝

日野総合病院 CE，理事が行った．7 施設へ配布し，
個人で数人の CE が受け取りに来た．

［4 月 24 日（日曜日）］
二次拠点はオープンにしていたが，施設への配布，

個人での受け取りはなかった．
［4 月 25 日（月曜日）］

支援物資の仕分け作業等を JHAT 医療支援ボランテ
ィア 1 名，朝日野総合病院 CE，理事が行った．7 施
設へ配布し，個人で数人の CE が受け取りに来た．

［4 月 26 日（火曜日）］
支援物資の仕分け作業等を JHAT 医療支援ボランテ

ィア 5 名，朝日野総合病院 CE，理事が行った．4 施
設へ配布した．

［4 月 27 日（水曜日）］

支援物資の仕分け作業等を JHAT 医療支援ボランテ
ィア 5 名，朝日野総合病院 CE，理事が行った．2 施
設へ配布した，個人で 1 名の CE が受け取りに来た．

［4 月 28 日（木曜日）］
支援物資の仕分け作業等を朝日野総合病院 CE が行

った．施設への配布，個人での受け取りはなかった．
［4 月 29 日（金曜日）］

支援物資の仕分け作業等を朝日野総合病院 CE が行
った．1 施設への配布のみであった．

14 時 53 分，西村が災害情報 NW で，JHAT をはじ
め多くの団体・企業・個人の皆様方に，様々な救援物
資をいただいたことのお礼と「熊本市および各自治体
での救援物資の受け入れ中断に伴い，熊本県透析施設
協議会・熊臨工でも救援物資の受け入れを中断させて
いただくことになった．」と，報告とお礼を行った．

2　考　察

今回の震災を経験していくつかの問題点が見えたの
で考察として述べる．

2-1　体制に関して

熊本県透析施設災害対策マニュアル上，各施設が各
ブロック長に被災状況を報告する体制を整えていたが，
実際は各施設が被災を受けたことで情報の発信に手が
回らず，災害対策担当者が逆に情報収集を行う形とな
っていた．また，本震で災害対策担当者の施設が大き
く被災したことで，一時，情報の収集・発信を統括す
る担当者が不在となった．これは，災害対策担当者を
同じ地域から 2 名選出していたのが要因であった．

災害対策担当者からは，ML や E メールを使っての
情報発信と情報収集を行ったが，不通となっている E

メールが多々あったとのことであった．E メールを含
めた災害対策名簿管理を年 1 回は行い更新をしている
が，担当者は不通となることで再度別の方法で確認を
行うなどで手間が掛かって困ったとのことであった．

また，震災時に，支援をするからと，他県より現地
入りして状況を見たいという方々がいた．その方々の
意図もわかるが，災害対策の基本は近寄らないことで
ある．現地入りは情報を集めるためのものであるが，
普段そのような訓練をされてないのであれば 2 次災害
に巻き込まれる可能性もあるし，地理や人脈的な知識
のない方が現地入りしても，逆に現地サポート役が必



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 3　2016536

要となり有難迷惑の形になってしまう．本来，一番情
報を持っているのは現地の人である．通信状況が安定
しているのであれば，発信しなければならないのは現
地の人であり，情報を統括するのも現地の人しかあり
えない．

今後の熊臨工の対策として，熊臨工会員全員が情報
を発信できる状況にしておくべきだと考えている．方
法として，熊臨工会員全員を対象にメールマガジンや
緊急速報等の E メールを使った情報発信を熊臨工が
行い，各自の携帯電話からも情報が発信できる環境に
することとしている．

2-2　支援物資に関して

災害時の支援に関するマニュアルをまったく作成し
ていなかったが，谷口の機転で県外の鳥栖に一時拠点，
熊本の市内に二次拠点を設置し，概ねの物流のライン
を構築し JHAT に引き継げたのはよかった．また，こ
の物流のラインを作り出すのには近隣県のサポートが
必要で，九州連絡協議会がいち早く支援活動の手を伸
ばしてくれたことと，一次拠点を日臨工の井福副会長
が所属する聖マリア病院にしたことで，ポジションパ
ワー的に采配や協力を得ることができたのが大きな要
因と考えられる．また，二次拠点となった浦田も熊臨
工の副会長であり，所属する朝日野総合病院に 10 名
以上の CE が在籍していたことで，二次拠点としての
支援物資の仕分け作業や配布に協力を得られたことが
スムーズな配布に繋がったと考えられる．熊本県や熊
本市に届けられた支援物資が拠点での仕分けが上手く
できず，被災者になかなか配布されなかった事を考え
ると，一次・二次拠点の責任者は采配能力に優れた者
で，人員を動かす事ができる立場の人間でなければな
らないと考えられる．

災害対策本部となった谷口は，単独で遠隔から物流
を操作しようとしていたが，JHAT が熊本入りするま
で 3 日間寝ることもできず，疲労困憊状態にあった．
やはり，JHAT のように組織的に災害対策本部が動か
なければ管理できないことがわかった．また，SNS

等での支援物資情報の拡散については，効果はあるも
のの，問い合わせの電話や支援の依頼の数が多くなり，
その対応で混乱するような二次災害になることもわか
った．

今回の JHAT・九連協からの各施設への支援物資の

配布の狙いは，震災直後の対応に追われる関係医療職
の救済支援であった．震災直後は，スーパー，コンビ
ニも閉店し食料調達困難の状況下の中，透析施設を主
に休日関係なく不眠不休で働くため，職場・家庭での
食料を調達する時間も確保できない状況であったと推
測され，震災後の熊臨工会員アンケートからも必要性
が高かったという結果であった．

被災者に必要とされる物資は，震災が起きた時点か
ら刻々と変化する．まず，断水による大量の水が必要，
ガス・停電が続けば食料も同じくして必要となる．自
宅が被害にあい避難生活の場合は，水・食料から生活
用品まですべてが必要となる．今回は地震発生初期の
時点では支援物資に水が多く，食料が少なめだったた
め，食料在庫が不足した時期が見られた．

支援物資の供給は地震発生の 3 日後から行われたが，
刻々と変化する需要物資（ニーズ）に対しての適切な
供給タイミングとそれを行うためのスムーズな仕分け
等の管理が二次拠点に必要とされた．また，個人で支
援物資を受け取りに来られる方が多くいたが，熊臨工
のアンケート結果から，JHAT・熊臨工が支援物資を
配布していたのを知らなかった会員が 2 割ほどおり，
震災対応での混沌とした状況下で，施設単位で支援物
資の必要の有無の確認は問題があったかと考える．

すべてのことについて言えるのだが，JHAT といっ
た災害救助団体も，現地の情報があって初めて効率よ
く機能するものである，そのためにも各自それぞれが
情報の受信力と発信力を高める必要があるし，そのこ
とについて学ぶべきものがたくさんあると考える．

おわりに

平成 28 年熊本地震を経験して被災者となり，不謹
慎ながら職能団体としての熊臨工が災害時の支援体制
のあり方や個々の会員に求めるものがわかった．また，
災害対応マニュアルには，被災者の気持ちを考えて行
動するなどのボランティア心得を入れるべきだともわ
かった．この熊本の経験が次に起こりうる災害に備え，
なんらかの情報となり役にたてればと思う．

最後に，震災直後から支援の手を差し伸べてくれた
JHAT・日本透析医会・日本臨床工学技士会・日本腎
不全看護学会・日本血液浄化技術学会・透析医療関連
協力団体・各都道府県技士会・すべての皆様，そして
終始一緒に活動して頂いた熊本県透析施設協議会・九



熊本地震における熊本県臨床工学技士会の対応 537

州臨床工学技士連絡協議会に感謝とお礼をここに表し ます．
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要　旨

福岡県は南部が熊本県と接しており，熊本地震に対
する支援において一番役に立たねばいけない立場であ
ると考えている．今回，日本透析医会常務理事山川先
生より被災した透析患者の受け入れ可能状況調査を依
頼されて比較的短時間で集計することができたのは，
日頃の会員間の連絡網の構築の成果と考える．被災し
た場合も，被災を支援する場合もいち早く現状を把握
することが最も重要な事だと思われる．

1　福岡県透析医会について

福岡県透析医会は平成 29 年 1 月で設立 40 周年を迎

える．現在会員施設数は 146 施設である．県内を福岡
ブロック（63 施設）・北九州ブロック（39 施設）・筑
豊ブロック（15 施設）・筑後ブロック（29 施設）の四
つに分けてそれぞれに副会長をおいている（図 1）．
地理上南東部は大分県，南部は熊本県，西部は佐賀県
と接している．

福岡県透析医会では，日頃より会員への連絡をメー
リングリストによるメールと FAX 送信にて行ってお
り，それらを利用して理事会報告メール配信やアンケ
ート調査も行っている．さらに年に 1 回の日本透析医
会災害時情報伝達訓練もメールにて参加要請を行って
いる．このような情報収集能が今回の熊本地震に対す
る支援に大変役立ったので報告する．

2　福岡県透析医会の対応

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分，1 回目の震度 7 の
地震が熊本で発生．同日 22 時 50 分福岡県透析医会会
員全員に地震による被害がないかをメールにて調査し
た（図 2）．

結果，福岡県内の透析施設では被害を認めなかった．
翌 4 月 15 日 9 時に熊本県透析施設協議会会長久木山
先生に電話連絡し透析支援が必要かを確認したところ，
その時点では熊本県内での相互支援で透析可能との返
事であった．引き続き 9 時 30 分に大分県透析医会会
長亀川先生に電話連絡し被害の有無を確認するも大分
県では被害報告はなかった．今回幸いなことに，一連
の熊本地震において携帯電話と固定電話は支障なく使

医療安全対策（平成 28 年 熊本地震）

熊本地震における福岡県透析医会の対応

百武宏幸　
福岡県透析医会

Fukuoka Dialysis Association Plans for the Kumamoto Earthquake
Hiroyuki Hyakutake
Fukuoka Dialysis Association

図 1　福岡県透析医会のブロック分け
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用可能であった．
4 月 16 日 1 時 25 分，2 回目の震度 7 の地震が発生．

福岡県筑豊地方でも携帯電話の地震警報の警告音で目
が覚め，その後震度 4 の揺れを認めた．朝 6 時，日本
透析医会常務理事山川智之先生より電話連絡があり，
2 回の連続した地震で熊本県の透析施設に甚大な被害
が出ており，1,000 人規模で患者移送が必要かもしれ
ないから，福岡県での支援をお願いしたいと申し出が
あった．

9 時まで待って，熊本県透析施設協議会会長と大分

県透析医会会長に再度電話で連絡．大分県は被害を認
めていないとの報告であったが，熊本県は基幹病院に
も被害がでていて詳細を調査中との返事であった．

9 時 30 分：福岡県透析医会会員全員に対して，臨
時透析受け入れ可能数の調査メールを発信（図 3）．

10 時：厚生労働省健康局癌疾病対策課より電話に
て，福岡県での透析患者受け入れ可能状況を至急確認
してほしいと要請あり．

12 時 30 分：福岡県内で 1,300 名を超える受け入れ
が可能と判明し，熊本県透析施設協議会会長・厚生労
働省健康局癌疾病対策課に連絡．表 1 に受け入れ可能
な筑後ブロックとその他のブロックの施設の一部を表
示する．

18 時：大分県透析医会会長より，大分県内透析施
設は自力で透析可能と連絡あり．

23 時：厚生労働省健康局癌疾病対策課より，長期
転院のさいの住居についての調査依頼あり．

4 月 17 日 9 時：久留米大学病院に 10 名の入院透析
患者の搬送が行われた．

同日 10 時：福岡県透析医会会員に，本日の熊本よ

福岡県透析医会会員各位

熊本地震にあたって受け入れ可能ベッド数を調査さ

せてもらっていますが，現地の状況はかなりひどく

て基幹病院においても入院患者をも転院させなけれ

ばいけないようです．各施設での受け入れ数の回答

を日本透析医会災害時情報ネットワークホームペー

ジに記載するにあたって，ある程度まとまった人数

を受け入れられるように，シフトごとに何人受け入

れられるかをご回答下さい．

例えば，月水金なら 2 クールを 3 クールに変更して

1 クール分の人数をお知らせください．その分透析

時間が短くなりますが，どうか御協力お願い致しま

す．

特に大牟田市の施設の受け入れ数を早急に把握した

いと思っております．

また，入院透析可能数をメモ欄に記入していただけ

ると助かります．

宜しくお願い致します．

図 3　透析受け入れ可能数調査メール

福岡県透析医会会員各位及びスタッフの皆さん

お疲れ様です．日頃より透析医会の活動に御理解・

御協力をいただきありがとうございます．さて，今

回の熊本地震に対しまして受け入れ可能情報収集の

御協力心より感謝申し上げます．

今朝熊本県透析施設協議会会長の久木山先生と連絡

を取りまして，今のところ西日本病院の入院患者

10 名を久留米大学にお願いした以外には福岡県に

お願いする患者さんはいらっしゃらないとのことで

す．引き受けいただいた久留米大学深水教授に感謝

申し上げます．

協力を申し出ていただいた施設では日曜日にも関わ

らず先生方・スタッフの方々が待機していただいて

いるものと思います．

本当にありがとうございます．本日の受け入れ要請

はないようです．

ただし，明日はどうなるかわかりませんので，引き

続き御協力の程宜しくお願い申し上げます．

図 4　患者受け入れについてのメール

福岡県透析医会会員各位

お疲れ様です．各施設の被害状況はいかがでしょう

か？

今回の地震での被害の有無を日本透析医会のホーム

ページの災害時情報ネットワークより報告お願いし

ます． 福岡県透析医会会長　百武　宏幸　拝

図 2　被害確認メール
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りの患者受け入れはないと連絡（図 4）．

3　考　察

東日本大震災とは異なり，今回の熊本地震では通信

網の障害がなかったため，電話・メールでの連絡が取
れたのでより迅速な支援が可能であった．

地震発生後の急性期が経過したら，その後は中・長
期的な支援が必要となってくる．今回，日本透析医学

表 1　福岡県における受入可能数（全体のうち筑後ブロックを中心に表示）

施設名 入院 HD 可能 HD 日　4 月 17 日 月水金 夜間 火木土

聖マリア病院 状況によって○ 10 10 10
久留米総合病院 不可
花畑病院 不可
吉武泌尿器料医院 不可 2 3 2
松尾内科医院 不可 10（14～18 時） 3
今立内科クリニック 3 3 3
山下泌尿器科医院 1 1
森山内科 5 5
田主丸中央病院 2 2
ヨコクラ病院 5
春日医院 12 名
米の山病院 15～20 名
シーエムエス杉循環器科内科病院 20 名
チクゴ医院 10 5
大熊泌尿器科皮膚科医院 2
高木病院
むとう内科クリニック 20 名
中村クリニック 2＋a
村石循環器科・内科 22（14 時～）
公立八女総合病院 10
丸山病院 2 午後 1
安本病院 2 2
長田病院 2 7
朝倉健生病院 5 2
久留米大学病院　腎臓センター 入院 100 床
姫野病院
大牟田市立病院 32 名
古賀病院 21 30 名
飯田クリニック ×
くまクリニック 入院 5 床 60 名×2 クール 60 名
はこざき公園内科医院 130 名 50 名
重松クリニック 50 名 30 名
福岡腎臓内科クリニック 15 名 15 名
高橋内科クリニック 100 名 50 名
福岡徳洲会病院 入院 15～20 床
九州大学病院　腎疾患治療部 入院 15 床
福岡赤十字病院　腎臓内科 入院 10～15 床
原三信病院 入院 5～10 床
九州医療センター 入院 8 床
西福岡病院 入院 5 床
重松クリニック 入院 4 床
福岡大学病院　腎臓・膠原病内科 入院 3 床
浜の町病院 入院 3 床
宗像医師会病院 入院 3 床
原病院 入院 3 床
九州中央病院 入院 2 床
白十字病院 入院 2 床
村上華林堂病院 入院 1 床
福岡県済生会福岡総合病院 不可
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会・日本透析医会・日本腎不全看護学会が初めて日本
災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）を結成し，
医師・臨床工学技士・看護師の派遣を行った．人的支
援のひとつの形としてこれからも発展させてもらいた
いものである．そこで，福岡県透析医会として JHAT

活動に対して 300 万円の寄付を行った．また，今回の
熊本地震では被害のあった地域が比較的限局していた
ため，10 名の久留米大学転院を除き熊本県内での患者
転送で対処できた．さらに，厚生労働省が率先して動
いてくれたために，給水等の透析施設に対する自治体
の対応がスムーズであったことも県外への多人数の患

者移送が行われずにすんだ原因の一つと思われる．し
かしながら，住宅が被災したために地元で生活できな
い人達が相当な数に上ると思われたので，九州透析医
会会長新里先生を中心として，九州各県で公営住宅の
被災者受け入れについても調査を行った．福岡県にお
いては，福岡県医師会を介して住宅調査をお願いした
ところ迅速に調査することができた．

今後「九州は一つ」を合言葉に九州各県の連携を強
めていき，起こるであろう東南海地震等の大規模災害
に対して準備をしていきたいものである．
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要　旨

JHAT は 2015 年 12 月に発足し，その半年を待たず
熊本地震が発生した．JHAT 最初の活動となったが，
通信手段が維持されていたことは，きわめて幸運であ
ったと言える．また熊本県，九州地方における医療ス
タッフとの平時からの交流が共助に大きく寄与したと
言える．各地域の災害対策に従い，必要に応じて災害
訓練への参加や発災後の支援を行うことこそが，JHAT

のあるべき姿であり，円滑な支援に繋がるものと考え
る．

1　はじめに

阪神淡路大震災（1995 年 1 月 17 日発災），そして
16 年後の東日本大震災（2011 年 3 月 11 日発災）は，
大規模災害における透析医療に対し多くの教訓を与え，
その度毎に防災へのノウハウが蓄積されてきた．特に
日本透析医会が運営する「災害時情報ネットワーク」
は，きわめて大きな役割を果たし，被災地の状況把握
には欠かせない情報共有ツールとして認識されるまで
に至っている．

発災後は，情報の共有とともに支援態勢のあり方が
最も重要な対応となる．平時の臨床現場においては，
医師，看護師，臨床工学技士などによるチーム医療が
実践されて久しいが，災害支援においても必要である
ことは，容易に考えられる．日本災害時透析医療協働
支 援 チ ー ム（Japan Hemodialysis Assistance Team in 

disaster，以下 JHAT と略す）は，被災地の医療者を
支援する多職種からなる災害支援活動を行う組織とし
て発足した．

本稿では，発足の経緯と最初の出動となった熊本地
震支援活動について報告する．

2　JHAT 発足の経緯

JHAT の発足には，2011 年 3 月 11 日に発生した東
日本大震災（以下 3.11）における様々な個人，団体の
支援活動を振り返るところから始まる．当時から，す
でに日本透析医会災害時情報ネットワークによる災害
時情報伝達が迅速な支援活動に大きく寄与したことは，
誰もが認めるところであろう．しかし，支援活動の実
際，特に透析医療における災害時の対応は，職種，団
体の垣根を越え，透析医療に関わる職種すべてが情報
を共有し協力しあうことが重要と考えるが，その体制
は，整備されていなかった．

3.11 から約 4 年が経過し，様々な学術集会において
災害対策への啓蒙，啓発が行われてきたが，職種，団
体が一つになり問題解決に当たるまでには至らなかっ
た．そこで，（公社）日本透析医会，（公社）日本臨床
工学技士会，（一社）日本腎不全看護学会，（一社）日
本血液浄化技術学会の 4 団体が「日本災害時透析医療
協働支援チーム」として災害支援活動を行っていくこ
ととし 2015 年 12 月 9 日に発足した．本部事務局は，
神奈川県厚木市の神奈川工科大学におかれている．各
団体からは，JHAT の運営担当者が出され事務局の運

医療安全対策

熊本地震における JHAT の活動と教訓

山家敏彦　
日本災害時透析医療協働支援チーム/神奈川工科大学

key words：災害，JHAT，先遣隊，支援，受援

JHAT activities and lessons learned from the Kumamoto earthquake
Japan Hemodialysis Assistance Team in disaster
Toshihiko Yamaka
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営にあたっており，おもに事務局会議において JHAT

の意思決定が行われている．

3　JHAT 活動の意義と骨子

JHAT の特徴は，被災地における主に透析医療従事
者への支援を行うところにある．被災現場では，混乱
する診療の中で患者への対応を最優先とし，医療スタ
ッフは昼夜を問わず診療にあたっている．医療スタッ
フとはいえ被災者である場合が多く，診療優先の立場
から，自身の生活物資の調達がきわめて困難な状況に
至る．このような状況により医療スタッフが疲弊すれ
ば，診療にも大きな支障を生じ，患者の命さえも失う
ことになりかねない．これらの状況を回避するために
は，メディカルスタッフ，医療施設に特化した支援物
資，医療支援ボランティアの供給が必須との考えはご

く自然であり，被災現場においては，周囲の状況を判
断し柔軟な支援活動を行うべきとすることも当然であ
る．

JHAT の活動骨子を表 1 に，活動の流れを図 1 に示
した．発災後，災害の程度により JHAT 活動の開始が
宣言され，先遣隊は，被災地に入る．先遣隊は，被災
地の地理に詳しい非被災地から出動し，情報コーディ
ネーターなどから被災状況，支援物資，業務支援派遣
などに関する情報収集活動を主に行う．

JHAT では，活動を行う主たる手段として，全国的
に網羅され高い完成度に達している日本透析医会災害
時情報ネットワークの他，LINE などの SNS（Social 

Networking Service）を活用しつつ，被災地の医療ス
タッフとコンタクトをとることによる現認であると考
える．支援物資供給センターの設置も JHAT の主要な

表 1　JHAT の活動骨子

・日本透析医会災害時情報ネットワークによる災害時情報伝達システム
による情報を最大限に活用

・事務局は，発起 4 団体および協力団体の出向者による運営
・災害時における情報収集活動は，情報コーディネーター，先遣隊など

による被災地の直接調査（現認）を重視
・業務支援募集，登録，派遣，教育
・JHAT 隊員として，氏名，職種，所属を明示した支援活動

図 1　JHAT 活動の流れ
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活動であり，現在，日本臨床工学技士会（東京都），
神奈川工科大学（神奈川県）および神戸市内を設置予
定地としているが，東南海，南海地震などを想定した
全国数カ所の候補地を検討している．

4　熊本地震での活動報告

4-1　活動開始

本年 4 月 14 日より発生した JHAT の主な活動経過
は表 2 の通りである．テレビ報道による発災認識後，
熊本県の情報コーディネーターへの情報提供の呼びか
け，日本透析医会災害時情報ネットワーク，JHAT 事
務局員，報道関連などによる情報収集を開始した．翌
日までは，透析施設の被災程度として甚大さを想像さ
せるものではなかったが，16 日に本震災が発生したと
ころで，脆弱化した施設の被害が拡大したため JHAT

の活動開始を宣言，支援活動開始となった．

4-2　支援物資供給センター

翌 17 日には，福岡県久留米市に支援物資供給セン
ター設置を決定した．今回の震災は，きわめて限局し
た地域であることから，被災地にできるだけ近いとこ
ろまで物資を運び込むことが適切と判断，雪の聖母会
聖マリア病院内に「支援物資供給センター」が設置さ
れ（図 2），同時に支援物資，ボランティアの募集が
開始された．

4 月 18 日には，第一陣の先遣隊，業務支援が被災地
に入り，それぞれ情報収集，業務支援も開始された．
支援物資供給センターの設置では，熊本県臨床工学技
士会の災害時対応として支援物資供給の拠点 3 カ所が
決められていたが，複数の拠点は混乱する可能性を懸
念し，被災地における二次拠点として朝日野総合病院
の 1 カ所のみにすることとなった（図 3）．このよう
なスムーズな協議は，平時からのコミュニケーション
が活かされたものと考えられた．これらの物資配送は，
九州地区のディーラー 2 社，および透析機器メーカー
によりトラック，ドライバーが供出され多大な協力を
得た．このような共助体制がきわめて円滑に行われた
ことを分析し，次への備えにすべきであろう．

支援物資供給センターは 5 月 9 日まで開設した．被
災施設への直接の配送は，今回，熊本県臨床工学技士
会のボランティアの方々が中心になり，JHAT は，主
に大量の物資を熊本に送り込む役割とした．今後も地
域の支援方法や状況等に臨機応変に対応することが必
要である．

表 2　熊本地震活動経過

2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分前震
→報道注視，LINE 情報他，
　医会ネットワーク情報収集開始

16 日 1 時 25 分本震
JHAT 活動開始宣言

17 日 支援物資供給センター設置
業務支援募集開始

18 日 第一陣先遣隊，業務支援派遣，物資
供給センター稼働開始

5 月 9 日 支援物資供給センター閉鎖

14 日 業務支援終了

図 2　熊本地震における支援物資供給センターの設置

( ) 

被災地
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支援物資センターにおける物資の搬入，搬出量を図

4 に示した．約 2 週間で集まった箱数は段ボールで
1,949 箱に上り，3・11 と比較して短期間で大量の物
資が流通した．このことは，かつての災害支援の経験
により全国各地から迅速な支援が行われたものと考え
られる．

4-3　ボランティア

一部の施設では，最長 5 月 14 日まで業務支援が続
けられた．支援物資供給センターには，のべ 72 名が

ボランティアとして参加があり，物資の受け入れ，仕
分けなどが行われた．業務支援の登録は 158 人であっ
たが（表 3），実際に派遣したのは 37 名であった（表

4）．技士の派遣が圧倒的に多いが，看護師の業務範囲
の広さは，災害医療に幅広く貢献可能であり，支援，

図 3　支援物資配送の流れ

全国
A病院

B病院

C病院

物資供給センター（聖マリア病院）
（一次）

朝日野総合病院
（二次）

被災地近隣の各施設

表 3　医療支援ボランティア登録数と派遣者数
　  （4 月 18 日〜5 月 14 日まで）

臨床工学技士：122 名
　　　看護師： 36 名

⎱合計　158 名⎰
派遣者数：37 名

図 4　支援物資の搬入・搬出量
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受援の双方からの検討を要するものと思われた．

5　おわりに

熊本地震では，JHAT 組織後最初の活動であり，広
報不足による認知不足や計画半ばの対応を余儀なくさ

れた．3.11 における体験や教訓はどこまでいかされた
か，熊本地震での問題点はなにかなど，さらに分析す
べき課題は山積している．通信網の維持は，災害支援
活動において最も確保すべき手段であるが，なにより
も平時より顔の見える対面での交流が最も重要ではな
いかとの結論であることは，異論がないであろう．今
後来るであろうさらなる大規模災害に向かって，強固
な対策を講じていきたいと考える．

謝　辞

今回，JHAT の活動においては，活動の趣旨が十分
に周知されていなかったことや，多くの方々のご協力
により大過なく活動を終えることができたものと考え
る．この紙面をお借りし，心より感謝申し上げる．

表 4　医療支援ボランティア派遣内訳
　　  （4 月 18 日（月）〜5 月 14 日（土））

派遣先 人　数

A 病院  9 名
B 病院  2 名
C 医院 13 名
D クリニック  4 名
E センター  5 名
F 病院  2 名
G クリニック  2 名

合　計 37 名
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要　旨

平成 28 年熊本地震において，被災した熊本県全域
の透析施設にアンケート調査を実施した．調査結果よ
りわかったことは，以下のとおりである．①断水は長
期に継続したが，停電はごく短時間で収束した．②通
信障害がほぼ皆無であった．③災害時情報ネットワー
クへの迅速かつ，詳細な書き込みがなされた．④厚労
省・熊本県等公的機関の迅速な支援があった．⑤
JHAT の活動により，被災地へのボランティア派遣の
ひな型が形成された．

1　地震の概要

「平成 28 年熊本地震」は，同年 4 月 14 日夜間に発
生したマグニチュード（以下 M）＝6.5 の前震と，翌々
日未明に発生した M＝7.3 の本震を主な揺れとする，
日奈久断層帯と布田川断層帯に発生した一連の地震群
である‡1）．

2　本アンケート調査の概要

今回のアンケート調査は，地震発生後 28 日が経過
した 5 月 12 日に行われた日本透析医会・熊本県透析
施設協議会・熊本県臨床工学技士会合同による熊本地
震調査研究会と，翌 13 日より 2 日間にわたり日本透
析医会・熊本県臨床工学技士会により実施した，被災

施設の被災状況調査（これをアンケート実施のための
予備調査とした）（表 1）を基礎資料として作成した
熊本地震アンケート調査表をもとに，6 月 5 日より約
1 カ月にわたって実施された．

3　熊本県透析施設の被害の概要

最初に，今回の震災の被害状況を俯瞰するために，
調査から得られた基礎となるデータを表 2 群にまとめ
た．支援透析は，被災施設が透析不能となっている期
間に支援施設が受け入れた患者に限った．被災施設が
操業開始しているにもかかわらず，避難等のために他
施設で透析を受けている場合は，旅行透析あるいは転
院と分類した．支援透析の延人数は 2,611 名．

透析継続が恒久的に不可能となった施設は 2 施設，

医療安全対策（平成 28 年 熊本地震）

熊本地震の記録
――　全県透析施設に実施したアンケート調査から　――

赤塚東司雄＊1　下條隆史＊2　山田佳央＊2　久木山厚子＊3　山川智之＊1　
＊1  日本透析医会　＊2  熊本県臨床工学技士会　＊3  熊本県透析施設協議会

key words：血液透析，災害，熊本地震

The record of the Kumamoto earthquake. From the questionaries’ survey that was carried out to all dialysis facilities in Kumamoto Prefecture 
Japanese Association of Dialysis Physicians
Toshio Akatsuka
Tomoyuki Yamakawa
Kumamoto dialysis facilities council
Atsuko Kugiyama

表 1　予備調査にご協力いただいた 12 施設（訪問順）

1. 熊本大学付属病院
2. 仁誠会クリニック新屋敷
3. くまもと森都総合病院
4. 上村循環器科医院（現：上村内科クリニック）
5. 鶴田病院
6. 熊本赤十字病院
7. 仁誠会クリニックながみね
8. あけぼのクリニック
9. 嘉島クリニック
10. 福島クリニック
11. 内科熊本クリニック
12. 益城中央病院
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一時的透析不能施設は 28 施設．支援透析実施施設の
所在地は熊本県内 53 施設（依頼件数 109 件），県外は
7 施設（依頼件数 8 件）にのぼる．

今回の震災における支援施設と被災施設の関係は複
雑である．通常は，被災した施設があり，それを支援
する施設の 1 対 1 となるが，今回，最初は支援を行っ
た施設が，なんらかの理由で透析不能となって，逆に
支援を受ける立場となったケースや，当初被災して支
援を受けていたが，復旧したのち逆に透析不能施設を

支援する立場となった施設など，両方実施したケース
が 13 例を数えた．

4　熊本地震透析施設の被害の特徴

前震後の熊本県の透析施設の被害は少数にとどまり，
支援透析を必要とした施設は 4 施設であった．しかし，
4 月 16 日の本震後は 24 施設に拡大した（表 3）．

透析不能原因は表 4 に示したとおりであるが，今回
の熊本地震の被害を特徴づけるものは，断水である．

表 2 群　基礎データ

支援期間 4/15～5/31
支援透析延人数 2,611
グループ間支援 193

被災施設 30
被災のみ施設 17
両方有施設 13

支援施設 53 支援のみ施設 40
両方無施設 22 両方無施設 22
無回答施設  1 無回答施設  1

　 　 合　計 93

恒久的透析不能施設  2
一時的透析不能施設 28

合　計 30

◆支援実施施設

県　内 53
県　外†  7

†　県外（大分県 2，宮崎県 2，
福岡県 2，三重県 1）

◆被災施設→
　支援施設への延依頼件数

県　内 109
県　外 　8

表 3　各施設の透析不能期間

4/15 日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/1 日 5/2～
5/18

5/19～
5/31

施設 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設 3 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 4 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 5 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 6 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 7 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 8 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 9 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 10 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 11 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 12 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 13 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設 14 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　
施設 15 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 16 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 17 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設 18 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 19 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 20 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 21 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 22 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 23 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 24 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 25 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 26 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 27 　 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 28 　 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 29 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設 30 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
施設 31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

計 4 24 16 18 13 10 9 9 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 
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停電はほとんど透析不能の原因とならず，建物損壊が
高度であったため，透析不能となった施設は 8 施設で
あるが，建物損壊が主たる原因とされた施設は 3 施設
のみであった．他の施設の透析不能原因はことごとく
断水である．

4-1　断水への対応：厚労省・熊本県・自衛隊の 

大規模給水活動による透析再開

断水と水質の回復がすぐに解決不可能と判断した厚
生労働省（以下厚労省）と熊本県は，発災当日から迅
速に透析再開にむけた対応を始めた．厚労省健康局が
ん・疾病対策課は 4/16 日の本震直後，日本透析医会
災害時情報ネットワークへの各被災施設からの書き込
みを見て，断水支援を求めた施設へ直接電話で事情聴
取を行っている．

断水支援により透析再開が可能と返答したすべての
施設に対し，即時，熊本自衛隊に要請し，断水施設へ
の給水を指示している．3 週間の断水の中，自衛隊と
県の給水を持続的に実施することで，まずは透析操業
が回復したのである．

しかし，断水からの復旧段階で濁ってしまった水道
水がもたらした問題も，新たに 4 月 18 日以降に発生
していた．それまで給水を受けて透析を受けていた施
設の中には，断水からの回復時に，濁った水によるフ
ィルターの短期間でのつまりなどが原因で，あらたな

透析不能を招いた．断水からの復旧の最初に送られて
きた水の混濁で透析に影響する事態は過去にも報告が
ある1）．

4-2　ライフラインの状況の概説

ライフラインの状況について，以下表 5 群に示す．
熊本地震における停電と断水の復旧状況を，阪神淡路
大震災当時の報告2, 3）と対比した．

停電と断水を定義しておく．停電とは電線に通電し
ていない状態のみならず，電気がないために透析不能
となっている期間のこととした．通電していなくても，
自家発電や電源車からの供給で，透析可能となった場
合は停電ではないとした．断水も同様で，市水からの
供給がなくとも，給水活動による透析継続可能な状態
は，断水とはしていない．

（1）　停　電
熊本地震はほぼすべて 24 時間以内に復旧している

が，阪神淡路大震災においても 80％ 以上の施設地域
が 24 時間以内に停電から復旧している（図 1）．東日
本大震災でも津波による被災地域以外は，ほぼ 80％
程度停電から復旧している（図 2）．熊本地震では，
自家発電機がよく使用できた．これは，東日本大震災
学術報告書4）で，自家発電機が停電からの解消に役立
たなかったケースが多発した調査結果とは対照的であ
る（表 6）．

東日本大震災での自家発電機の使用不可要因は，燃
料不足，揺れによる故障，動力不足などの理由により
十分稼働しなかったことである（表 7）．熊本地震で
は稼働状況は大幅に改善しており，稼働できなかった
施設は設置 25 施設中 5 施設未満（20％ 未満）であっ

表 4　透析不能原因

透析不能原因 施設数

停　電  6
断　水 25
施設損壊  8

31 施設の原因合計（原因の重複有） 40

表 5 群　ライフラインの状況

◆熊本地震で停電が透析不能とならなかった主たる原因

すぐに復旧したため 16
自家発電機が使用できたため 12

◆平成 28 年熊本地震

停電施設 30 断　水 31

復
旧
迄
の
期
間

24 時間 30 3 日以内 24
48 時間 0 3～7 日 3
72 時間 0 7 日～30 日 4
96 時間 0 31 日以上 0
＞120 時間 0 不明 0

◆阪神淡路大震災

停電施設 51 断　水 50

復
旧
迄
の
期
間

24 時間 42 3 日以内 12
48 時間 4 3～7 日  6
72 時間 1 7 日～30 日 23
96 時間 1 31 日以上 6
>120 時間 3 不明 3
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表 6　東日本大震災において，自家発電の有無と
　　　  操業不能理由が停電であった施設の比較

操業不能施設の状況 施設数（n＝315）

自家発電あり 124
うち操業不能理由：停電  84（67.7％）

自家発電なし 191
うち操業不能理由：停電 143（74.9％）

図 1　阪神淡路大震災におけるライフラインの復旧状況
　土木学会地震工学委員会「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関する研究小委
員会」改め「ライフラインの地震時相互連関を考慮した都市機能防護戦略に関する研究小
委員会」2011/4/3 岐阜大学工学部社会基盤工学科 能島暢呂氏の資料を一部抜粋．
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図 2　東日本大震災停電復旧状況
　土木学会地震工学委員会「相互連関を考慮したライフライン減災対策に関する研究小委
員会」改め「ライフラインの地震時相互連関を考慮した都市機能防護戦略に関する研究小
委員会」2011/4/3 岐阜大学工学部社会基盤工学科 能島暢呂氏の資料を一部抜粋．
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た（表 8 群）．また重油等の燃料補給も希望通りに行
われた．

（2）　断　水
断水は熊本地震では異例の長期に継続したが，それ

でも 3 日以内の復旧が主体である．阪神淡路大震災の
時の断水は 7 日以上 30 日以内が主力であった（表 5

群）5）．
震度 7 地域が熊本市から外れていた熊本地震と，六

甲山系と大阪湾に挟まれ，人口が密集していた神戸市
の狭い帯状の地域全体を，震度 7 の揺れが駆け抜けて
いった（図 3）阪神淡路大震災は，都市基盤＝水道の
破壊状況が激しかったことが原因である．

熊本地震全体の断水状況は，表 9 群に示した．断水

表 7　東日本大震災において，自家発電機を整備していても，停電で操業不能となった理由

自家発電機の
状況　　　　 原　因 施設数 小　計 比　率

作動したが使
えなかった

透析に必要な量の発電ができなかった 32

48

94.7％

燃料が供給されず，使えなかった 13

作動したが，配線ミスで使えなかった  3

作動しなかっ
たので使えな
かった

揺れで破損故障した 17

25燃料備蓄していなかった 4

原因不明で作動せず 4

使えた 使用でき，電気足りた 4  4  5.3％

合　　計 77 77 100％

図 3　阪神淡路大震災　震度 7 横断地帯

六甲
山系

表 8 群　熊本地震における自家発電機と停電

◆自家発電機の設置状況

自家発電機は設置していた 25
自家発電機は設置していなかった  6

◆自家発電機の稼働状況

自家発電機は一台だけだったが動いた 12
二台あって両方動いた 7
二台あって一台は壊れたが一台は動いた 1
動かなかった・他回答無 5

◆重油・軽油の備蓄/補給状況

重油は十分に備蓄してあった 13
外部から支援補給を受けられた 6
その他・回答無 6

◆自家発電機による支援透析の実施状況

自家発電機で支援透析を実施した  4
自家発電機で支援透析はしなかった 12
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施設数は 47 だが，透析不能となったのは 25 施設にと
どまる．残りの 22 施設中 20 施設から回答があり，断
水からの早期復旧以外は，給水活動が 11 施設の透析
継続に寄与した．

4-3　熊本市と水道の歴史

熊本市の水道供給方式は独特である．熊本市水道局

による「熊本市水道はじまりの物語」にあるように，
すべて地下水をくみ上げている‡2）．

「満九年間，四代市長（山田，依田，佐柳，高橋）
に渡って　――　大正 13 年（1924 年）の給水開始以
来，水源の全てに地下水を使用していることが大
きな特徴です．」

しかし，この独特の方式が，今回は不利にはたらき，
幾度もの大きな揺れに見舞われた地下水は濁った汚水
と化してしまい，水道水として使用できなくなった．
これが断水からの復旧を著しく遅らせた．今回は断水
というよりも水質汚濁による市水の使用不能であった．

4-4　透析施設の建築状況（1981 年の新耐震をもとに）

今回の調査では，熊本市の透析施設における建築年
代と被害の状況についても検討し，表 10 群に示す．
1981 年の建築基準法新耐震基準を満たしている建築物

表 9 群　透析操業不能の原因　断水と井戸・貯水槽
　　　　（平成 28 年熊本地震）

断水はあった 47
断水はなかった 46

集計全施設 93

断水が透析不能の主たる原因となった 25
断水が透析不能の主たる原因とならなかった 17

すぐに市水が復旧した 5
給水を受けた（自衛隊） 6
給水を受けた（自治体） 5
井戸を使用して透析実施 4

断水が透析不能とならなかった施設合計 20

貯水槽あり 48
貯水槽はなし  3
貯水槽の有無回答なし 42

井戸はあり 21
井戸はなし 21
井戸の有無回答なし 51

表 10 群　建築基準　1981 年の新耐震施行前後で分類した
　　　　　 建築物の安全性

施設建築年 施設数

1981 年†1 以前 11
1981 年以降 81
不　明  1

合　計 93

†1　1981 年：建築基準法新耐震
基準施行

設　計 施設数

耐　震 80
免　震  1
どちらもなし†2 11
不　明  1

合　計 93

†2　どちらもなし：1981 年以前
に設計・認可された建築物

表 11　東日本大震災における被災施設・透析機器損壊施設の建築時期

建築時期 該当数 全対象 314 施
設中の占拠率 損壊率（％）

1971 年以前  4  9 44.4
1972-1980 年 21 46 45.7
1981-1990 年 11 53 20.8
1991-2000 年 16 84 19.1
2001 年以降 17 122 13.9

合計（平均） 69 314 （22.0）

第 12 群　施設損壊が透析不能原因となった施設の建築年度
　　　　　　  （新耐震 1981 との関連）

施設損壊あり 22
施設損壊が透析不能原因（A） 8/22 36.4％

（A）のうち 1981 年以前の建築物 5/8 62.5％

1981 年以前の建築物 11
震度 6 強以上のゆれに見舞われた施設数（B） 6/11 54.5％

（B）の 6 施設のうち施設損壊により透析不能と
なった施設数

5/6 83.3％
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は 81/93 施設（87％）だが，それ以前の建物も 11 施設
あった．免震構造 1 施設以外は耐震建築物（80 施設）
か，どの基準も満たしていない建物（11 施設）である．

1981 年の新耐震基準を検討する理由は，東日本大
震災学術調査報告書において，1981 年の新耐震基準
を満たさない建築物が，有意に透析機器および建物が
損壊し，透析不能原因となることが示されたからであ
る（表 11）4）．

表 12 群に示す通り，施設損壊があった 22 施設中 8

施設は施設損壊が透析不能の理由であり，その 62.5％
にあたる 5 施設は新耐震以前の建築物であった．

4-5　4 日以上の長期透析不能施設

表 13 および表 3 より，4 日以上の長期透析不能施
設は 11 施設である．うち 5 施設に施設損壊があった．
震度は 6 強以上であり，うち震度 7 が 2 施設であった．
断水からの復旧が操業回復要因であり，施設損壊とと
もに透析不能を長期化させる原因となった．

5　四つの対策の熊本県における実施率と 

　被害の発生の特徴

5-1　四つの対策

四つの対策とは地震災害に対する対策である．1981

年に施行された建築基準法新耐震基準を満たしている

建築物（透析室）であれば，表 14 の四つの対策を実
施すれば，震度 6 強までの揺れに対して，透析室のイ
ンフラをほぼ保全可能にする，という基本的な災害対
策をさす6）．

この四つの対策を地震の発生前に実施することで，
透析室損壊による透析不能の防止を目標としている．
安価で簡便であり，日常診療との整合性も高く，また
頻繁に訓練をする必要がなく，しかも防災効果にすぐ
れていることが過去の多数の震災におけるエビデンス
の積み重ねにより実証されており，日本透析医会にお
いても，自助たる透析室対策の基本方策として推奨を
行っている．

5-2　四つの対策の実効性の検討

2003 年から 2008 年までに発生した震災において，
透析室設備配管の安全性の検証をはかり，四つの対策
の有効性は確立されてきた．それをさらに進めて透析
医療の災害対策のビッグデータを得て，分析し証明す
ることをめざしたのが，2011 年末に実施された日本
透析医学会の統計調査であり，その結果は「わが国の
慢性透析療法の現況」として出版されている．2011

年の調査においては，この調査項目の一部に災害対策
が選定された．災害対策全般の調査に加え，四つの対
策の実施状況と東日本大震災における被害の関連等を

表 13　4 日以上の長期透析不能施設の分析 1

表 14　透析室災害対策における 4 つの対策

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

†1　ジェルでもよい，とされているが検証はまだされていない．
†2　震度 7 のゆれに対応するためには，天井からのつりさげ固定を併用する．
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網羅する調査を実施し，結果を「東日本大震災学術調
査報告書」にまとめた．

災害時に透析施設が操業不能となる原因の 78.3％
がライフラインの毀損であり，15.8％ が施設損壊であ
る（表 15）．次に東日本大震災における主たる被災を
受けた 3 県と，熊本地震での熊本県の被災状況と平均
震度を表 16-1 に，さらにこれら 4 県の四つの対策の
実施率と機械の損壊率を表 16-2 にまとめた．

表 16-1 は，各県の震度を国立研究開発法人防災科
学技術研究所（表 17）‡3）から発表されたより詳細な
計測震度（県内各市・各町・各村に設置された個別の
震度計から得られた地域別の 0.1 刻みの詳細な震度）
を調査し，各透析施設の住所と合わせ透析施設ごとの
正確な震度を推定した．これにより各県の透析施設全
体のゆれを詳細な震度で比較可能とした．表の右端の
計測震度の平均＝平均震度にこの平均値を示した．計
測震度で 6.4～6.0 までの 5 段階の揺れを一まとめの震
度階で表したものが震度 6 強である．震度 6 弱に近い
比較的弱い揺れ（＝6.0）から，震度 7 に近い強い揺
れ（＝6.4，計測震度 6.5 以上が震度 7）まで 5 段階の
差がある．結果は，宮城県は全体が平均震度 6.15（震
度 6 強）で揺れ，福島県は 5.68（震度 6 弱），今回の

熊本の 5.66 とほぼ同じ揺れであり，茨城県は 5.38（震
度 5 強）であった．

この結果を踏まえ，四つの対策の実施率と各県の機
械・配管の損壊率を調査した結果から四つの対策の有
用性を検討した．機械・配管の損壊率とは，単に壊れ
たというだけではなく，透析不能原因と各施設が申告
した深刻な損壊を対象としている．

表 18 に表 16 群から抜粋した宮城県と茨城県の四つ
の対策の実施率と機械・配管の損壊率を比較した．両
県の震度階は 2 段階（宮城県＞＞茨城県）差があるに
もかかわらず，機械の損壊率に有意差がなく，宮城県
は有意に機械配管が壊れていない．原因を四つの対策
の実施率で検証すると，RO/供給装置固定と配管フレ
キシブルチューブ化が，宮城県は有意に高かった．事
実，茨城県の施設の機械・配管損壊の原因の大半は塩
ビ配管の損壊であった．四つの対策の実施率の有意差
が，宮城県の被害の極小化につながったと結論できる．
茨城県の RO/供給装置固定と配管フレキシブルチュ
ーブ化は，当時の全国平均より若干低めであった（全
国平均はともに 60％）．

次に，福島県と今回の熊本地震における熊本県のデ
ータを比較検討したのが，表 19 群である．表 19-1 よ

表 15　東日本大震災における操業不能 315 施設の原因

大原因 施設数 比率（％）

地震・津波による施設の損壊  72 15.8
津波・原発による事象  15  3.3
ライフラインの毀損 357 78.3
供給能力の毀損  12  2.6

表 16 群　東日本大震災 3 県と熊本地震被災の熊本県の透析施設の平均震度と機械の損害率

表 16-1　各県の震度と透析施設の分布

震度
＜4.0

震度 5 弱
＜4.5

震度 5 強
＜5.0

震度 6 弱
＜5.5

震度 6 強
＜6.0

震度 7
＜6.5

計測震度の平均
＝平均震度

宮城県  4 12 35 3 6.15（6 強）
福島県 6 15 24 18 5.68（6 弱）
茨城県 1 6 11 44 17 5.38（5 強）
熊本県 10  8 37 34 2 5.66（6 弱）

表 16-2　各県における四つの対策の実施率と機械の損壊率の相関

RO・供給装置
固定  　　　　

配管フレキシブ
ルチューブ化　 監視装置 患者ベッド 機械・配管

　損壊率†1

宮城県 92.5％ 92.5％ 87.8％ 85.2％ 14.3％
福島県 73.2％ 58.9％ 90.9％ 86.2％ 26.4％
茨城県 43.8％ 50.0％ 85.8％ 93.3％ 11.4％
熊本県 45.1％ 86.7％ 89.2％ 95.5％ 11.0％

†1　機械・配管損壊率：機械・配管の損壊が透析不能の原因となった損壊の比率
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り福島県と熊本県の計測震度の平均はほぼ同じだが，
表 19-2 の機械・配管損壊率は福島県が熊本県を有意
に上回った（福島県 26.4％＞＞熊本県 11.0％）．四つ
の対策の実施率を比較すると，福島県は RO/供給装
置固定率が熊本県より有意に高かった（福島県 73.2％

＞＞熊本県 45.1％）．そして配管フレキシブルチュー
ブ化をみると，逆に熊本県の実施率が有意に高く，福
島県は低かった（熊本県 86.7％＞＞福島県 58.9％）．
福島県の機械・配管損壊率は，塩ビ配管の損壊＝配管
フレキシブルチューブ化の遅れによるもので，RO/

表 17　熊本地震計測震度

表 18　宮城県・茨城県の平均震度と機械の損壊率

表 18-1　平均震度

震度
＜4.0

震度 5 弱
＜4.5

震度 5 強
＜5.0

震度 6 弱
＜5.5

震度 6 強
＜6.0

震度 7
＜6.5

計測震度の平均
＝平均震度

宮城県  4 12 35 3 6.15（6 強）
茨城県 1 6 11 44 17 5.38（5 強）

表 18-2　機械損壊率

RO・供給装置
固定  　　　　

配管フレキシブ
ルチューブ化　 監視装置 患者ベッド 機械・配管

損壊率　　

宮城県 92.5％ 92.5％ 87.8％ 85.2％ 14.3％
茨城県 43.8％ 50.0％ 85.8％ 93.3％ 11.4％
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供給装置の損壊は関連していなかった．以上の検討か
ら，熊本県の機械・配管損壊率の低さは，配管フレキ
シブルチューブ化の有意に高い整備率が寄与していた．

また RO/供給装置の損壊は，どれも震度 6 強～震度
7 の強い揺れの地域の施設で発生していた（2004 年新

潟県中越地震における例（図 4），2011 年東日本大震
災における震度 7 地域の例（図 5, 6），1995 年阪神淡
路大震災における例，今回の熊本地震における例な
ど）．

以上の分析をまとめると

表 19 群　熊本県・福島県の平均震度と機械の損壊率

表 19-1　平均震度

震度
＜4.0

震度 5 弱
＜4.5

震度 5 強
＜5.0

震度 6 弱
＜5.5

震度 6 強
＜6.0

震度 7
＜6.5

計測震度の平均
＝平均震度

福島県  6 15 24 18 5.68（6 弱）
熊本県 10  8 37 34 2 5.66（6 弱）

表 19-2　機械損壊率

RO・供給装置
固定  　　　　

配管フレキシブ
ルチューブ化　 監視装置 患者ベッド 機械・配管

損壊率　　

福島県 73.2％ 58.9％ 90.9％ 86.2％ 26.4％
熊本県 45.1％ 86.7％ 89.2％ 95.5％ 11.0％

図 4　新潟県中越地震

図 5　東日本大震災（震度 7 によるアンカーボルト固定の破損） 図 6　東日本大震災（震度７によるアンカーボルト固定の破損
をレスキューした天井つりさげ固定）
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①　東日本大震災学術調査報告書4）より，RO/供給
装置固定と配管フレキシブルチューブ化の，宮城
県と茨城県の実施率の比較から，機械・配管損壊
率の減少に対して両者とも意義があることがわか
ったが，どちらがより有用かは不明であった．

②　平成 28 年熊本地震のアンケート調査における，
熊本県と東日本大震災学術調査報告書の福島県の
機械配管損壊率の有意差があったことから，配管
フレキシブルチューブ化がより有用であることが
明らかになった．

③　過去の RO/供給装置の損壊を調査すると，震
度 6 強以上の強いゆれに対する対策として有用で
あることが示唆された．

5-3　フロア設置型患者監視装置のキャスターフリー 

およびベッドのキャスターロックについて

患者監視装置は，①カウンター設置型と，②フロア
設置型の二種類がある．今回，②のフロア設置型患者
監視装置のキャスターフリーは 83/93 施設が採用して
おり，ベッドのキャスターロックも 85/93 施設が採用

表 20 群　四つの対策実施率（①患者監視装置②患者ベッド）

表 20-1　患者監視の種類

フロア設置型のみ 66
カウンター設置型のみ  9
両方 17

表 20-2　患者監視装置のキャスターについて

キャスターフリーにしていた 83
キャスターは一点ロックにしていた 4
キャスターは二点ロックにしていた 4
キャスターは全てロックしていた 2

表 20-3　フロア型キャスター付き患者監視装置は

転倒していた  7
転倒していなかった 73

表 20-4　カウンターから患者監視装置は

転落していた  8
転落していなかった 19

表 20-5　カウンター設置型患者監視装置は，カウン
ターに固定していましたか？

固定していた 11
固定していなかった 14

表 20-6　患者ベッドのキャスターは

ロックしていた 85
ロックしていなかった 4
床おき，キャスターなし 0

表 20-7　患者ベッドの移動距離

0 センチ 30
0 ～ 30 センチ 15
31 ～ 100 センチ 21
それ以上  0

表 20-8　カウンター設置型患者監視装置のカウンタ
ーへの固定

していた 10
していなかった 16

表 20-9　患者監視装置が転倒

施設の詳細 計測震度

1 台/ゆかの穴にひっかかって 6.2
台数不明/ベッドにひっかかって 6.0
詳細不明 6.2
壁面設置の空調が転倒し下敷きに 6.0
1 台/ベッドに引っかかって転倒 6.0
3 台/1 台故障 6.0
震度が激しく，飛んでいた 6.2

表 20-10　カウンターから転落

固定の有無 施設の詳細 計測震度

固定有り カウンターが崩壊．7 台転落 6.7
固定有り 全台転落．すべて吹き飛ぶ 6.2
固定無 全台転落 6.5
固定無 10/30 台 6.1
固定無 転落あり，詳細不明 5.9
固定無 1/15 台 5.7
固定無 転落あり，詳細不明 6.0
固定無 転落あり，詳細不明 6.0

表 20-11　カウンター設置型患者監視装置の転落発生震度

計測震度
（震度階）

固定有り 固定無
転落無し

転落あり 転落あり

4.5（5－） 　 　 1
4.7 　 　 1
5.0（5＋） 　 　 2
5.2 　 　 2
5.5（6－） 　 　 4
5.7 　 　 2
5.9 　 　 2
6.0（6＋） 　 2 3
6.1 　 2 1
6.2 　 2 1
6.5（7） 1 　 　
6.7 1 　 　
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していた．，73/83 施設が患者監視装置の転倒なしと
回答し，7/83 施設がありと回答している．転倒あり
と報告した全 7 施設が震度 6 強の強い揺れの地域であ
った．5/7 施設が 1～3 台程度の転倒であり，転倒理
由もキャスターが機能しなくなった特殊例のみで故障
も発生していない．

患者ベッドは，100 センチ以上移動したという報告
はなかった．患者監視装置と大きく離された施設はな
く，患者監視装置のキャスターフリーと患者ベッドの
キャスターロックの二つの組み合わせで，安全に管理
可能であった．

5-4　カウンター設置型患者監視装置

カウンター設置型患者監視装置は，26 施設（28.3

％）が採用していたが，カウンターへの固定実施は
10/26 施設にとどまり，16/26 施設は固定していない．
8/26 施設の患者監視装置のカウンターからの転落が
報告され，装置をカウンター固定していた施設は 2/8

施設にとどまった（表 20 群）．群計測震度とカウンタ
ー固定/転落の関連を表 20-11 に示した．カウンター
固定していない場合，計測震度階 6.0（震度 6 強）か
ら転落が始まる．固定しても，カウンターの損壊で床
上に崩落・落下するのは，計測震度階 6.5（震度 7）以
上であることが示唆された．6/8 施設が 4 日以上の長
期透析不能施設となり，すべて震度 6 強以上であった

（表 21）．長期透析不能施設は，震度 6 強以上のゆれ
による被災でなければほぼ発生しない（表 22）7）点か
らも整合性がある．

カウンター設置型患者監視装置の転落事故の歴史を
振り返る．最初の報告は 1983 年浦河沖地震における
浦河赤十字病院の全台転落事故事例である6）．次の報
告は，2005 年福岡県西方沖地震の事例である（図 7）．
どちらの事故も，カウンター設置型患者監視装置を固
定せず，カウンター上にただおいていただけであった．

この教訓から，東北・北海道地方の地震多発地帯で，
カウンター設置型患者監視装置を採用する施設は，図

表 21　カウンター設置型患者監視装置

　これまでの地震で最も多数の患者監視装置がカウンターから転落した．

表 22　震度と透析室被災の相関関係

震　度 被害状況

震度 5 強 基本的に深刻な透析室被害は出ない．

震度 6 弱 非常に狭い地域で，一つないし二つ程度の透析室が短期間（2～3 日）透
析不能になる可能性がある．

震度 6 強 より広い範囲に存在する複数の透析室が，一定期間（1 週間から 2 週間）
透析不能になる可能性が高い．

震度 7
巨大津波

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

（文献 7 より引用）
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8 のように台座に硬性ゴムのゴムマットを敷き，ベル
ト固定により転落防止対策を取った．この施設は東日
本大震災の震度 6 強の揺れに耐え，1 台も転落させる
ことなく乗り切った．こうして．カウンターに置くだ
けの状態から，カウンターに固定する方法へと進化し
た．

しかし，今回の平成 28 年熊本地震において，震度
7 で揺れた施設は，この対策を忠実に守りカウンター

上に 7 台の患者監視装置を設置して固定した（図 9-1

〜3）．患者監視装置は転落しなかったが，自重の大き
さが震度 7 の激しいゆれに耐え切れず，カウンターご
と崩落した．震度 6 強までは耐えたカウンターも震度
7 に対してはいかなる対策も十分な効果を上げること
はできない．

フロア設置型キャスター付き患者監視装置も，震度
6 強まではキャスター機能が生きている限り，多数の

図 7　福岡県西方沖地震

図 8　カウンター設置型患者監視装置の固定
　ベルト固定＋台座に硬性のゴムマット．東日本大震災を乗り
切る．カウンター設置型機械は転落なし．

図 9-1　平成 28 年熊本地震

図 9-2　平成 28 年熊本地震 図 9-3　平成 28 年熊本地震（7 台のコンソールの
　　　　　  転落修理後　H 28. 05. 14）
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転倒事故は起きないが，それ以上の震度では，すべて
転倒した阪神淡路大震災の事例8）や，東日本大震災の
震度 7 地域の透析施設で全台が転倒していた事例9），
東日本大震災の横浜市のビルの 9 階の透析室は，震度
5 強の揺れに建物が長周期振動と共鳴し，震度 7 に相
当する揺れに増幅して被害を出した事例がある．

免振構造をとりいれないのであれば，いずれの患者
監視装置も震度 6 強までしか災害対策の対象とならな
いことの傍証とはなろう．

5-5　RO/供給装置の固定および接続部配管の 

フレキシブルチューブ化について（表 23 群）

今回の調査では概してどの被害も非常に少なく，透
析室内インフラの損壊が主たる理由で長期透析不能と
なった施設はなかった．配管のフレキシブルチューブ
化の進展が原因と考えられる．RO/供給装置固定は，
震度 6 強～7 の揺れにおいて被害が顕在化する．今回
の熊本地震でも震度 7 相当の強い揺れを受けた 3 施設

にのみ透析継続に影響する被害がみられた．

6　熊本地震において透析不能となった原因の総括

熊本地震における透析不能原因を表 24 にまとめた．
表 15 に示した東日本大震災での操業不能原因と，ほ
ぼ同じ数字となる．災害の様相は違うが，被災に伴う
透析不能原因はほぼ一定していた．

7　支援透析

今回の地震においては，透析不能施設が 30 に上っ
たため，必然的に支援透析の頻度も非常に多かった．
延支援透析人数は 2,611 人に及んだ．

表 23 群　四つの対策実施率（①RO 供給装置の固定，②フレキシブルチューブの採用）

RO 損壊
供給装置
損壊　　

原液タン
ク損傷　

透析室内配管損傷

固定有り 固定無 塩ビ フレキシ
ブル　　

軽微 3 3 3 6 3 1
透析に影響 1 2 1 1 2 1

RO 損壊
あり  9
なし 82

RO の床固定
あり 45
なし 45

RO の床固定方法
アンカーボルト固定 19
ジェル固定 20
免震台  1
その他  5

供給装置損壊
あり  4
なし 97

供給装置の固定
あり 34
なし 51

供給装置固定方法
アンカーボルト固定 13
ジェル固定 21
免震台  1
その他  2
床置きのままの状態 34
足にキャスターがついていたので，
固定していない

11

原液タンク・溶解装置の損壊
あり  7
なし 81

原液タンクへの対策
あり 20
なし 60

原液タンクへの対策の内容
床置きのままの状態 33
足にキャスターがついていたので，
他は何もしていない

25

機械室内配管損壊
あり  6
なし 82

機械室内配管の材質
塩ビチューブ 11
両方（接続部はフレキシブル） 30
フレキシブルチューブ 42

塩ビチューブの被害
あり  5
なし 33

フレキシブルチューブの被害
あり  2
なし 62

表 24　透析不能となった原因（熊本地震）

透析不能原因 施設数 比率（％）

ライフラインの毀損 31 77.5
施設損壊  9 22.5
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7-1　支援透析と情報伝達

熊本より人口の密集度が低い地域で起きた 2004 年
新潟県中越地震でさえ，当時，電話は携帯電話も固定
電話も発災後数日間はほぼ通じない状態であった．お
互いの電話連絡による支援透析が不可能であったので，
新潟の各施設は代表者が長岡市に集結し，支援透析実
施のための会議を開き，細かなスケジュール調整まで
行うことで支援透析が実施できた10）．

東日本大震災でも，発災当初 3 日間，宮城県内は通
信途絶状態にあり4），各地域の状況がわかる情報がな
いため，県南部に情報収集隊を派遣した．また津波被
害が激しかった太平洋沿岸地域は 3 日目もほぼ停電が
継続しており，電話連絡は不可能であった（図 10）．

今回の熊本地震で最も意外だったのは，通信障害が
まったくなかったことである（表 25）．支援透析時に
使用された通信手段の調査結果では，支援依頼・支援
受け入れのどちらも実施しなかった 20 施設を除く 73

施設で，電話を使用不可と回答した施設はなく（無回
答 3 施設），ほぼ 100％ 電話が安定して使用できたと
考えられる．

7-2　通信手段

情報提供のための最多の通信手段は FAX（31 件）
であった（表 26）．病院職員の直接持参は 23 件であ
った．情報提供用の書類は，前回分透析経過表コピー
37 件，透析経過表カルテ実物 34 件，それ以外の紙媒

図 10　東日本大震災における停電からの回復状況（東北電力）
（総合資源エネルギー調査会原子力安全・保全部会電力安全小委員会議事録より）

表 25　熊本地震支援透析実施時における
　　　使用した通信手段

施設間連絡方法
（複数回答）

施設数
（全施設 73）

電話 70
メール 11
電話主体，メール補助 7
直接連絡他 15
無回答 3

表 26　情報提供のための通信手段

PC メールで  0
携帯メールで  1
FAX で 31
コピーを病院職員が，車，バイク，自転車，
徒歩などで直接持って行った． 23

郵便あるいはメール便などで  1
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体 13 件だった（表 27）．電子媒体はほとんど使われ
ていない．支援先で作成するカルテ用の情報は，自院
カルテの表書きをコピー 16 件，自院カルテ表書きの
プリントアウト 5 件，手書きが 6 件という状況である．

概要のみを書き綴ったが，数十人分の透析条件を
FAX しているのであれば，通信状態は非常によかっ
たと考えられる．また職員が直接持参したケースは，
電話や FAX が通じていた熊本市内の近距離施設間で
あり，確実で迅速な方法を選んだと考えられる．

災害時患者カードは 2 件使用された．過去に災害時
患者カードを主たる情報伝達手段として積極的に使用
したケースは報告がない．一部患者が個人的に持参し
たケースと津波で施設が流されてしまい情報をとるこ
とができなくなったケースで使用された件が報告され
た4）程度であり，今回の 1 件も同様である．災害時患
者カードは，患者全員に確実に携帯させることが困難
であり，都度の情報更新が困難であるという致命的な
欠陥を抱えており，作成そのものを推奨してこなかっ
た11）．

今回のもう 1 件は道路が崩落して透析室内への立ち
入りができず，情報がまったく出せない施設の使用報
告である．災害時患者カードは，主たる情報伝達手段

として使用することは困難であるが，他に方法がなく
なった場合の最終手段としての意義が認められるであ
ろう．

7-3　透析条件の伝達

患者情報は，事前に提供することができれば，支援
先到着後に長時間待つことなく，支援が受けられる．
情報の事前提供 29 件で，26/29 件が到着と同時に透
析できている（表 28）．支援先到着と同時に情報を提
供した施設は 17 件，待ち時間が必要であったケース
は 14/17 件，すぐに透析できたケースは 8/17 件あっ
た（複数回の支援透析があるため，重複あり）．患者
情報提供がなかったケースは合計 4 件．

東日本大震災時，福島県の原発地域からの患者の避
難時に診療情報が提供できないことを理由に，透析受
け入れ拒否が相次いだ4）．この教訓から現在日本透析
医会でも緊急時の患者情報は，必ずしも必要がない，
というコンセンサスを得る案が検討されているが，今
回のように余裕のあるケースでは，各施設ほぼすべて
情報提供を行う努力をしている．やはり自施設の患者
を頼む限りは，当然提供すべきというコンセンサスの
ほうが現状優位である．

7-4　支援先への送迎

支援受け入れ可能，という状況で最も問題になるの
が，患者の送迎手段である．昨今はどの施設も送迎を
実施しているであろうが，1 日分の患者を一度に送迎
できる施設は少ないはずである．近距離であればピス
トン輸送も可能だが，遠距離の場合は難しい．

回答では（表 29），病院送迎車，バスが 18/48 件，
人数は 44％ であり最も有効な手段であった．患者自
身に行ってもらえるケースは 18/48 件，人数は 28％

表 28　患者情報提供のタイミング

透析開始前日～数時間前 29
患者情報先送り→患者は到着と同時に透析で
きたか

できた 26
できなかった  3

患者が支援施設に到着したときに同時に渡した 17
支援先は，情報を受け取ってから準備．透析
開始は患者到着から 1～2 時間後になった

準備時間が必要だった 14
すぐに透析できた 8

患者の性別・体格・年齢などの条件で一律に透
析条件を決めて実施．情報提供は実施せず

1

方法は別だが，患者情報提供は実施しなかった 3

表 27　平成 28 年熊本地震における患者情報の提供
　　  （透析条件と支援先のカルテ作成）

前回分透析経過表コピー 37
透析経過表カルテの実物 34
災害時患者カード  2
その他紙媒体で 13
クラウドなど電子媒体  0
メール・SNS  2
自院カルテ表書をコピーして持参 16
自院カルテ表書のプリントアウトを持参  5
電子カルテのみしかなく手書で新たに作成  6
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だった．それでも足りない場合，スタッフが自家用車
で患者を送迎したケースが 7/48 件，人数は 11％ で実
施された．運転者は送迎担当の運転手であり，個人の
車のみ流用したケースが多かったが，透析スタッフが
患者を乗せて長距離を送るケースも含まれていた．

7-5　支援透析時のスタッフの同行について

支援先は，患者の状態をよく知っている被災側施設
のスタッフ同行を求めることが多い．東日本大震災に
おいても JCHO 仙台病院は，透析不能患者をすべて受
け入れる報道を NHK から流し，そのさいに被災施設
のスタッフの来院も依頼している．JCHO 仙台病院は，
1,000 人を超える透析難民を受け入れ，5～8 クール/24

時間体制の支援透析を 4 日間継続した．自前のスタッ
フは到底足りず，場所を貸して，透析実施は被災施設
が担当し，支援側は施設内要員を数名準備するだけに
する必要があった．

今回も被災施設の看護師・技士は一部～全員同行し
たケースが 49 件，医師の同行 18 件も含め，大半は同
行している（表 30）．患者のみと返答した 16 件は，
支援透析というよりはむしろ長期避難による転院や，

病院への立入不可能に伴い患者が自分で各地へ移動し
たケースなど，同行不可能な場合が大半であった．

同行スタッフの業務形態は多岐にわたった（表 31）．
多彩であり，一定の傾向は見いだせない．患者の世話
のみ被災側，後はすべて支援側 7 件，実業務はすべて
被災側，支援側は技士が 1～2 人，補佐 4 件，すべて
支援側 7 件，半々ぐらい 3 件などである．多数のスタ
ッフが同行した場合は，多くの業務をこなしていた．

7-6　支援先の選定方法

支援先選定（表 32 群）は，グループ病院間で相互
に依頼している．単独運営の施設は同一県内同一診療
圏の中から，熊本県透析施設協議会名簿を見て，など
それぞれの優先順位をもって決定しており，各施設の
事情が優先されている．選んだ決め手は，より近い施
設 10 件であり，受入人数と依頼人数が合った 11 件で
あり，道路状況で安全な施設 9 件，なければ遠方でも，
など，非常に reasonable な視点で決定された．

複数回支援依頼をする場合，継続して同じ施設に依
頼できたかという視点で質問した．今回の支援透析は，
断水が主体で発生したが，透析継続は自衛隊や県の給
水に依存していた．支援側も被災側も，明日も必要量
を給水されて全員透析できる保証がないという，不安
定な状況下に置かれていた．市水が通水しても水質の
汚濁がひどく使用できないこともあった．

支援の依頼は，1 回だけが 24 件で最も多く，何度
かの依頼を継続して同じ施設でやった（10 件）など，

表 29　患者の支援先までの送迎

送迎方法 件　数 比率（人数）

①　病院の車，送迎車，送迎バスなど 18 44％
②　基本は病院の車だが，足りない場合はスタッフの

自家用車も使用
 7 11％

③　患者の車，家族の車など自家用車 18 28％
④　公共交通機関（JR，バス，その他） 2  1％
⑤　タクシーその他交通機関（料金支払いは　患者　

病院負担，どちらですか？）
2 16％

⑥　徒歩，自転車，バイクなど（患者もスタッフも） 1 ほぼ 0％

表 30　スタッフの同行

①　施設の看護師・技士は全員ついていった 11
②　施設の看護師・技士は一部ついていった 38
③　医師も同行した 18
④　医師は同行しなかった 10
⑤　誰も行かなかった．患者のみ 16

表 31　同行スタッフの業務分担

患者の世話のみ被災側が，後の透析実施業務は全て支援側がやった  7
支援側は場所を貸しただけですべて被災側が行った 12
当日技士が一人か二人出てきてわからないことに対応するだけで，
実際の業務はすべて被災側がやった

4

すべて支援側が行った 7
半々ぐらいでやった 3
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被災側がある程度継続的に選定する余裕のある場合が
多かった．しかし，3 件は不安定な支援透析継続状態
が中～長期間続き，夜遅くまで翌日の支援先が決まら
ない，決まってもそれから患者連絡等の作業に忙殺さ
れる，など患者・スタッフの疲弊が続いた場合もみら
れている．

8　職員と患者の連絡について

8-1　患者連絡

患者連絡は（表 33 群），電話が自由に使用できたこ
ともあり，実施のハードルは非常に低くなっていた．
患者連絡した施設が 37/45 件．しなかった施設が 8/45

件で，後者は連絡する必要がなかった場合である．
職員連絡との一番の違いは，事前の連絡ネットワー

クが電話しかないということである．だから電話 32

件，直接連絡 11 件以外は，一斉メールも患者会・社
会福祉協議会のネットワークも皆無であった．

8-2　職員連絡

職員連絡をしたが 56/78 件（表 34 群），しなかった
は 22/78 件であるが，後者はする必要がなかった施設
のみである．支援も被災もしなかった施設は 14/22 件，
マニュアルで集合を決めてあり全員来院したが 8/22

件である．
方法は電話連絡（48 件）が最多である．患者連絡

との違いは，緊急連絡網として一斉メールなどを構築
してあったことで，これが 13 件．マニュアルによる
集合を決めた場合，大半は来院したが来なかった職員
に一部連絡した（13 件）があったが，誰も来なかった

表 33 群　患者との連絡について

患者連絡はしていない  8

患者連絡をした 37

（ア）　電話連絡を使った 32
・患者から➡病院へ  1
・病院から➡患者へ 21
・両方． 16

両方．どちらかというと患者から➡病院が多い  1
両方．どちらかというと病院から➡患者が多い 14

（イ）　直接連絡 11
・患者が直接来院（一部あるいは大部分） 3
・来院しなかった患者への連絡はどうしましたか？

病院から患者へ直接連絡した 3
病院事務員・看護師・臨床工学技士が連絡に行った 4
送迎要員が一人ひとり回っていった 1
地域ボランティアなどの支援者に依頼した 0
その他（　　　　　　　　　　　　　） 0

（ウ）　一斉メールなど 0

（エ）　社会福祉協議会・保健師のネットワークに依頼 0

（オ）　患者会のネットワーク 0

表 32 群　支援先の選定方法，支援先との関係の有無，支援依頼回数

◆支援先との関係（重複あり）

①　グループ病院・系列施設  8
②　同一県内かつ同一診療圏の施設 18
③　同一診療圏だが他県（大分県・鹿児島県・福岡県・佐賀県）  7
④　熊本県透析施設協議会加入施設同士という（だけの）関係 17
⑤　熊本県臨床工学技士会加入施設同士という（だけの）関係  6
⑥　日本透析医会災害時情報ネットワークで支援を呼びかけ，応じてくれた施設  2

◆支援依頼はどのくらいの頻度で行いましたか？

①　一回だけの依頼だったので，一回のみ探しただけ． 24
②　何回も支援をお願いした．毎日毎回支援先を探した．  3
③　何回も支援をお願いした．一回頼んだ施設にずっと継続的に支援してもらった． 10
④　何回もお願いした．一回頼んだ施設に数日間継続的に支援してもらったが，も

っと条件のよい施設がでたので，依頼先を変更した
 2

◆その施設を選んだ決め手となった理由はなんですか？ （複数選択可）

①　他に選択肢がなかった  0
②　より近い施設を選んだ 10
③　あとから近くの施設が名乗り出てくれたが，準備が進んでいたため，遠くの施

設への依頼を変更できなかったので，そこになった
 2

④　受け入れ人数が依頼人数の必要数を満たしていた 11
⑤　エレベーターが動いていたので，ADL が非常に悪い人でも受け入れてくれた  1
⑥　道路状況から考慮して最も可能性が高い，安全と思われるなどの理由から  9
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施設は 1 件もなく，災害時の意識は全職員に共有され
ている．

その他の連絡方法を使った施設も 26 あった．新た
な通信手段の主役を務めたのが LINE（20/26 件）で
あった．全員で連絡網を共有する場合，携帯一斉メー
ルは，システムを作るのに手間がかかるなどの不利な
点も多い．最近では若年層を中心に電話もメールも使
わず，LINE のみという層が激増している．ネットワ
ーク構築も簡単，かつ緊急時は配信後，既読がつけば
返信しないというルールを作っておけば，意味のない
挨拶メールや返信メールは皆無にできるため，非常に
有用であるという返答が目立った．

9　入院と入所，および避難所について

熊本県の透析施設は外来クリニックが少なく，入院
病棟併設の病院が多い（65/93 件）（表 35 群）．

被災者が多かったため，半数の施設 41 件で患者が
避難所へ行っている．避難所との連絡手段は電話がほ
とんどで 20 件となった．また避難所へ行った患者か
らの入院要請は「なかった」（44/65 件）に比べ，「あ
った」が 19/65 件で，少ない印象があるが，詳細は不
明である．入院要請のあった 19 施設 29 件については，
受入が 17 件，受け入れずが 12 件ある．

受け入れた理由は，行く先がないため，通院困難，
患者の体調不良，適応あり，余震が続いた等．受け入
れを断った理由は必要ない，施設倒壊の危険，満床，
食事提供できない等．

断った理由の中で「食事提供ができない」は，災害
時における避難所指定と密接な関係がある．災害時の
支援物資は避難所にしか配給されないため，被災地の
病院は他県にも関連施設がある大規模病院群以外の単
独病院は，避難所に指定される以外支援を受ける方法
がない．そのため，最も食料を必要とする被災地の病
院に食料が届かず，枯渇して退院を余儀なくされる事
態が発生している．この問題は法改正がなければ，解
決することはない．

職員連絡はしていない 22

職員連絡をした 56

（ア）　電話連絡 48
職員から➡病院へ  9
病院から➡職員へ 15
両方あった． 27
どちらかというと職員から➡病院が多い 10
どちらかというと病院から➡職員が多い 14
職員への電話による連絡はしていない 2
その他 3

（イ）　直接連絡 8
職員から➡病院へ 6
徒歩・車・公共交通機関・その他 4
病院から➡職員へ 1
徒歩・車・公共交通機関・その他 1
職員⇔病院の両方 1
徒歩・車・公共交通機関・その他 0

（ウ）　一斉メールなど 13

（エ）　マニュアルで来院することを決めてあった． 15

◆マニュアルでの集合状況

全員連絡しなくても来院した 8
大部分あるいは一部連絡なく来院したが，残りは病院
から連絡した

13

マニュアルで決めてあったが誰も来なかったので，病
院から連絡した

 0

◆その他の連絡方法をつかった

LINE 20
SNS 5
ショートメール 1

表 34 群　職員との連絡について 表 35 群　入院と入所および避難所について

◆施設に入院設備，あるいは老健は併設さ
れていますか？

入院病棟がある 65
老健を併設している 3
どちらもある 7
どちらもない 11

◆避難所へ避難した患者はいましたか？

いた 41
いなかった 40

◆避難所へ行った患者への連絡はどのよう
にしたか？

電話 20
職員が直接訪問  2

◆避難所へ避難した患者からの入院，入所
要請はありましたか？

あった 19
（人数） （51 人）
なかった 44

◆その要請は受け入れましたか？ 断りま
したか？

受け入れた 17
断った 12
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10　日本透析医会の災害時情報ネットワークの活用

今回の熊本地震の支援透析の実施においては，日本
透析医会の災害時情報ネットワークの活用が進み，こ
れまでの数倍以上の活発な利用があった（表 36 群）．
熊本県は日ごろから災害時情報ネットワークの訓練に
は 90％ に近い参加率であった．今回は 58 施設（62

％）が災害時情報ネットワークへの書き込みを行った．
支援側にとっても非常に大きな意義があり，厚労省

はこの災害時情報ネットワークへの書込みを東京から
逐次見て，本震発災直後の午前中に透析不能を書き込
んだ施設に電話をかけており，水が必要と返答した施
設へは，即時自衛隊へ指示し，給水活動を開始した．
発災直後に災害時情報ネットワークへ情報を書き込ん
だ施設のみが，厚労省＋自衛隊の迅速な給水支援が受
けられた．

災害時情報ネットワークは，これまでは情報収集や，
被災の伝達が一番の目的であった．今回の熊本地震で
は，支援を求めての書き込みや，支援可能の表明など，

これまでにはなかった多岐にわたる使用がなされた．
普段から災害時情報ネットワークの訓練に県をあげて
取り組んできた熊本県だからこそできた技であるとも
いえる．またそのことによって遠隔地で支援を行おう
とする日本透析医会も有用な情報を迅速に得た．

今回このシステムは非常にうまく利用されたが，こ
れを活用できる前提条件は，停電からの早期復帰と，
通信手段，特にネットと電話回線の円滑な使用である．

11　ボランティアの受け入れ

今回の熊本地震においては，各地からボランティア
の派遣が相次いだ（表 37）．透析医療においても同様
であったが，受け入れ施設は 12，受け入れなかった
施設は 78 であった．当時，災害時情報ネットワーク
を通じて得られた情報は，被災地のスタッフの長時間
かつ見通しのない支援体制の持続のために，疲弊が著
しいと考えていた．JHAT（Japan Hemodialysis Assis-

tance Team in Disaster）は，専門職ボランティアを募
り，急きょ支援チーム延 37 名を派遣している．それ
以外にも他府県関連施設からや，個人的な支援なども
散見された．必要とされたのは臨床工学技士が 8 件，
看護師は 4 件であった．

12　総　括

全県透析施設に実施したアンケート調査とその結果
から，平成 28 年熊本地震を俯瞰してきた．災害は起
きるたびに我々に新たな教訓と知見を与えてくれるし，
そこでわかった事実をもとに分析考察することで，新

表 36 群　日本透析医会災害時情報ネットワークの活用

◆災害時情報ネットワーク

使った 58
使わなかった（ほかの方法で重複あり） 21

◆日本透析医会災害時情報ネットワークを使用した 58 施設の
使い方の内訳

災害時情報ネットワークへ支援を求めて自分から書
き込んだ

21

災害時情報ネットワークの支援側施設の「支援可能
です」という書込みを探した

13

支援可能を書き込むため 11
情報収集のため 13

◆災害時情報ネットワークの使用部分（重複回答）

災害時情報ネットワーク本編を使った 58
日本透析医会災害時情報ネットワークの中の，熊本
県透析施設協議会ホームページを見た

31

熊本県臨床工学技士会・熊本県透析施設協議会など
のローカルネットワークのメーリングリスト

18

地方自治体経由で紹介を受けた  5

◆災害時情報ネットワークを使わなかった施設の支援情報の取
り方

行政から 1
医師の個人的関係 8
患者から 6
地域拠点病院より 3
関連施設間の連絡 5
地域災害対策委員会関連 1
DMAT 1

表 37 群　ボランティアの受け入れ

受け入れた 12
受け入れなかった 78

◆どこから受け入れたか？

J-HAT 7
個人的に関連のある
施設から 2
遠方の都道府県から
個人的に 2

◆職種

臨床工学技士 8
看護師 4

◆受け入れなかった理由

必要なかったから 22 
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たな防災への取り組みが進化する．というよりそれ以
外防災への有効な取り組みを行うことは難しい．災害
は災害からしか学べない．

今回の熊本地震において我々はまた新しい事実と，
対処のヒントを得た．透析医療にとっての今回の熊本
地震は，課題よりも意義ある教訓のほうが多い災害で
あったと考えている．それは，透析支援がことのほか
有効に働いたことである．もちろん幸運にも恵まれた
し，予想もしないような迅速で力の入った対応を受け
られたことも確かである．有用だった要素を箇条書き
にしてまとめると，以下のように言えるであろう．

①　地震の揺れが大きかった地域は益城町一帯のみ，
熊本市はほぼ無傷であった．

②　断水は長期に継続したが，停電はごく短時間で
収束した．

③　通信障害がほぼ皆無であった．
④　災害時情報ネットワークへの迅速かつ，詳細な

書き込みがなされた（支援先の選択，依頼その他
の情報伝達をすべて災害時情報ネットワークを通
じて実施した）．

⑤　厚労省・熊本県等公的機関の迅速な支援があっ
た．

⑥　JHAT（Japan Hemodialysis Assistance Team in 

Disaster）の活動があった．
とりわけ今回の熊本地震においてもっとも意外であ

り，有用であったのは，やはり通信障害がほぼなかっ
たことである．今回の通信障害の発生エリアは図 11

に示すごとく，益城町と甲佐町のごく一部地域に，短
時間発生しただけであった．このことにより，支援の
連絡はすべて滞りなく実施でき，災害時情報ネットワ
ークへの書き込みも可能になり，それを見ることで被
災地外から被災地の状況が逐一わかり，支援（厚労
省・自衛隊・JHAT・支援物資など）が迅速に届くこ
とになった．すべての幸運は，通信障害が発生しなか
ったことが招いたといってもよい．

この事実は発災後早い段階から気づかれており，各
所で調査が行われた．NTT への調査でわかったことは，
臨時基地局と移動基地局の設置（図 12）が進んでい
たことである．この二つの基地局は以下の役割を担っ
ている．

①　臨時基地局の設置：通信容量・キャパシティの
飛躍的な増大

②　移動基地局の出動：一時的な通信容量のキャリ
ーシステムの完備

通信容量を増大させ，さらに足りない場所へ移動す
ることで簡便に通信容量を確保することができるよう

図 11　通信障害発生エリア
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になった．災害時でも数時間以内に通信容量が回復し
ており，電話通信そのものの進化である．

もう一つわかったことは，発災直後の通信量の急激
な増大が，これまでよりも明らかに減少していること
であった．東日本大震災までは，主たる通信手段は電
話とメールであり，この二つにすべての通信が集中し
たため，平常時のトラフィック（通信回線やネットワ
ーク上で送受信される信号やデータの量や密度のこと
を指す）に比べ数十倍のトラフィックが短時間内に発
生し，一時的に通信ネットワークの処理能力をオーバ
ーし，通信がほとんど疎通できなくなる輻輳状態とな
っていた．

しかし，この 5 年間に進んだ SNS の進化，とりわ
け職員連絡の項で解説したように，LINE の急速な普
及は，通信網の多重化を達成する大きな力となってい
る．これは多重化しようとしてなったわけではなく，
若年者にとって電話やメールがすでに最先端で最も便
利な通信手段ではなくなったために使われなくなり，
自然と多重化してしまったのである．LINE に限らず，
FACEBOOK，TWITTER など，年齢層別に災害時の

主たる第一次情報発信手段が分かれたことが，今回の
通信障害が発生しなかった大きな理由の一つと考えら
れている．

そうであれば，今回の現象は熊本地震に特有の事件
ではなく，今後発生する災害に対しても，発災後急性
期の通信輻輳による通信制限が普遍的に防止可能とな
る．被災状況の確認も支援透析の可否，受け入れその
他すべての通信が確実に行えることになる．
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要　旨

鹿児島県透析医会会員が所属する全 56 施設の 65 歳
以上の透析患者を対象として調査を行った．29 施設
の調査への参加があり，集計数は 1,296 名であった．

要介護認定率は鹿児島県全体の 20.2％ に対して
30.6％ と高く，前期高齢者と後期高齢者に分けて比較
しても高率であった．要介護認定率は年齢が高くなる
ほど高率となり，透析導入原因疾患によって差がみら
れた．また，日常生活に支障のある合併症で，「視力
障害」「四肢麻痺」「歩行障害」「下肢切断」「認知症」
がある患者についても調べると，5 項目いずれでも要
介護認定率は比較的高く，「視力障害」の 43.4％ がも
っとも低かった．世帯類別では，長期入院と施設入居
者を別にして，「独居」「65 歳未満と同居」「高齢者の
み」の順で認定率が高かった．介護サービス利用は，
通所サービスが 30.5％，訪問サービスが 23.4％ であ
った．訪問サービスの利用率は世帯類別でばらつきが
あり，「独居」の利用率が 43.5％ と著明に高かった．
全体の 15.1％ である独居世帯では，訪問によるサー
ビスのニーズがあり，また，独力通院は加齢とともに
困難となり，施設送迎の利用率が増す傾向にあった．

これらのことから，通院介助，生活支援の必要性が
高くなる様子が窺えた．性別によっては透析導入原因

疾患の割合や，要介護認定率，独力通院の項目などで
明らかな差があり，男女の特徴的な違いがみられた．
調査参加機関の所在地を大きく 3 地域に分け比較する
と，平均透析歴と透析導入原因疾患で，地域差がみら
れた．高齢患者の増加，家族構成の変化など，「地域
包括ケアシステム」の適切な構築が必要であることが
窺えた．

はじめに

日本国民の高齢化は急速に進み，平成 37 年には団
塊の世代が後期高齢者となる 2025 年問題が控えてお
り，透析患者を取り巻く環境も刻々と変化している．
慢性透析患者の人数は年々増加しており，日本透析医
学会発刊の「わが国の慢性透析療法の現況」1）によれ
ば，2005 年に 257,765 人であったのが 2014 年末には
320,448 人に達している．

脳梗塞などの合併症を持つ患者が増えてきているこ
ともあり，ADL 等の低下をきたした高齢患者も増加
していることから，医療者側の負担ならびに患者側の
負担も増加している．

また，透析患者のみならず，高齢者の生活環境は，
インフォーマルな支援を受けづらい状況から，今後発
展させる必要のある「地域包括ケアシステム」の重要
性を裏付けるものとなっており，高齢透析患者にとっ

実 態 調 査

鹿児島県の高齢透析患者介護関連実態調査報告
――　2016 年 3 月現在　――

上山 典＊1，4　萩原隆二＊2，4　四枝晧二＊3，4　
＊1  上山病院　＊2  高田病院　＊3  四枝内科　＊4  鹿児島県透析医会

key words：透析，介護保険，高齢化，地域包括ケアシステム
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ては通院等にかかる様々な労力の「振り分け」等も必
要となってくると考えられる．

今回は，透析患者の急速な高齢化による要介護認定
率や介護サービスの利用状況など，「福岡県における
高齢透析患者の介護実態調査報告」2）に倣い，鹿児島県
透析医会会員施設にかかっている高齢透析患者の実態
を調査した．この調査から，高齢透析患者の介護等の
実態を把握し，より良い透析医療を形作る参考とした
い．

1　対象および方法

1-1　調査対象

鹿児島県透析医会会員医療機関 56 施設のうち，29

施設から調査参加があった（表 1, 2）．
鹿児島県透析医会会員医療機関における平成 28 年

3 月 31 日現在で満 65 歳以上，かつ透析導入済みの腹
膜透析を含む透析患者を対象とした（福岡県の調査で
は，導入後 100 日以上が経過していることを条件とし

表 1　調査参加機関一覧（鹿児島県透析医会会員機関）

医療機関名 住　　所

1 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 枕崎市
2 医療法人　宮内クリニック 南さつま市
3 医療法人神護庵　じんごあん整形外科内科クリニック 日置市
4 医療法人藤井クリニック いちき串木野市
5 特定医療法人昴和会　内山病院 阿久根市
6 医療法人和翔会　小峰内科 さつま町
7 医療法人實信会　まきのせ泌尿器科 いちき串木野市
8 医療法人　森田内科医院 薩摩川内市

9 医療法人　尾田内科胃腸科 姶良市
10 医療法人真和会　川原腎・泌尿器科クリニック 姶良市
11 鹿児島医療生活協同組合　国分生協病院 霧島市
12 医療法人健秀会　たまいクリニック 霧島市
13 医療法人水田会　加治木中央クリニック 姶良市
14 医療法人柏葉会　水間病院 伊佐市
15 医療法人拓和会　山下わたる内科 姶良市
16 医療法人青仁会　池田病院 鹿屋市
17 医療法人参篤会　高原病院 曽於市
18 医療法人 SAKURA　志布志中央クリニック 志布志市

19 医療法人仁鼎会　前田内科クリニック 鹿児島市
20 公益財団法人慈愛会　今村病院分院 鹿児島市
21 今村泌尿器科 鹿児島市
22 医療法人裕聖会　うるた内科 鹿児島市
23 鹿児島医療生活協同組合　鹿児島生協病院　谷山生協クリニック 鹿児島市
24 社会福祉法人恩腸財団　済生会鹿児島病院 鹿児島市
25 医療法人天陽会　中央病院 鹿児島市
26 医療法人愛樹会　外山内科クリニック 鹿児島市
27 医療法人光樹会　四枝内科 鹿児島市
28 医療法人玉昌会　高田病院 鹿児島市
29 医療法人腎愛会　上山病院　うえやま腎クリニック 鹿児島市

表 2　調査参加施設数

地　域 施設数

鹿児島 12
南　薩 2
北　薩 5
姶良・伊佐 7
大　隅 3
熊　毛 0
大　島 0

合　計 29
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ていたが，この調査では，導入まで慢性腎臓病で加療
されていたことなどをふまえ，透析導入直後の患者も
対象とした）．

調査対象となった 65 歳以上の高齢透析患者で，回
収された記入用紙の対象者総数は 1,296 名であった

（男性 751 名，女性 545 名）．対象者の約 1.8％ にあた
る 24 名の腹膜透析患者を含む（うち 6 名は血液透析
と併用）．

対象者総数を 100％ とした場合，65 歳以上 70 歳未
満の割合が 27.2％（352 名），70 歳以上 75 歳未満が
22.1％（286 名），75 歳以上 80 歳未満が 19.8％（257

名），80 歳以上 85 歳未満が 16.9％（219 名），85 歳以

上 90 歳未満が 10.6％（137 名），90 歳以上が 3.5％（45

名）となっており，最高齢が 97 歳であった（表 3）．

1-2　調査方法

今回の調査に使用した記入用紙とその記入例を図 1

に示す．鹿児島県透析医会会員医療機関 56 施設に，
記入用紙と記入要領を送付のうえ，施設ごとに各項目
を記入してもらい，メールでのデータ返信または，
FAX による記入用紙返信で記入用紙を回収した．

調査項目は性別，入院の有無，年齢，透析歴，透析
導入原因疾患，日常生活に支障のある合併症，要介護
認定申請の有無，要介護度，利用サービス，居住・生

表 3　年齢別対象者数

年　齢 男　性
（人）

女　性
（人）

合　計
（人）

うち HDF
実施中
（人）

うち腹膜透析
（HD 併用含む）

（人）

65～70 未満 240 112 352（ 27.2） 40 3
70～75 未満 174 112 286（ 22.1） 32 5
75～80 未満 152 105 257（ 19.8） 16 5
80～85 未満 115 104 219（ 16.9） 13 4
85～90 未満  54  83 137（ 10.6）  9 4
90 以上  16  29  45（  3.5）  2 3

合　計 751 545 1,296（100.0） 112 24

（　）内の数字は対象者総数に占める割合（％）．

図 1　記入用紙と記入例
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活環境，主な通院方法，透析加療方法に関して，択一，
項目によっては複数回答してもらう形で行った．各医
療施設では対象となる患者を特定できるが，他医療機
関・施設には個人情報や施設情報が伝わらないように
集計した．

退院の目処が立っていない長期入院の患者について
は，居住・生活環境，主な通院方法等については調査
項目とせず，短期入院中の患者については，通院方法
は調査項目としなかった．

2　結　果

2-1　透析導入原因疾患と日常生活に支障となる合併症

「透析導入原因疾患」は，「糖尿病性腎症」が最も多
く（表 4-1），全体の約 4 割で透析導入原因となって
いた．男女比較でも男性 43.7％，女性 33.8％ と高く，
ともに透析導入原因で最も多かった．また，要介護認
定者 397 名のうち，174 名（43.8％）が「糖尿病性腎
症」から透析導入となっていた（表 4-2）．「慢性糸球

体腎炎」をみると，全体の約 3 割で透析導入原因とな
っているが，割合に男女差があり，男性の場合は，「糖
尿病性腎症」が明らかに多いが，女性は，両疾患の差
が少なかった．要介護認定者 397 名のうち，84 名

（21.1％）が，慢性糸球体腎炎から透析導入となって
いた．「腎硬化症」から透析導入となった患者 126 名
のうち，55 名（43.7％）が要介護認定者であり，全認
定者 397 名の 13.8％ だった．透析導入原因疾患ごと
の平均透析歴にも差があり，慢性糸球体腎炎によって
透析導入となった患者の平均透析歴は 12 年程度と他
の疾患と大きく差が出ていた．
「日常生活に支障となる合併症」では，歩行障害の

ある患者が 322 名と最も多く，認知症，視力障害と続
いた（表 5-1）．各合併症を透析導入疾患別でみると，
どの合併症も「糖尿病性腎症」による透析導入の患者
の割合が高かった．要介護認定率はいずれの合併症で
も高率で，「視力障害」の患者の要介護認定率が 43.3

％ と最も低かった（表 5-2）．

表 4-1　透析導入原因疾患別患者数および要介護認定者数

糖尿病性
腎症　　

慢性糸球
体腎炎　 腎硬化症 その他 合　計

男性

　患者数 328
（43.7）†1

190
（25.3）

78
（10.4）

155
（20.6）

751
（100.0）

　平均透析歴 6 年
5 カ月

11 年
10 カ月

7 年
1 カ月

8 年
5 カ月 ―

　要介護認定者数 88
（26.8）†2

28
（14.7）

23
（29.5）

36
（23.2） 175

女性

　患者数 184
（33.8）†1

182
（33.4）

48
（8.8）

131
（24.0）

545
（100.0）

　平均透析歴 7 年
9 カ月

12 年
0 カ月

7 年
1 カ月

8 年
9 カ月 ―

　要介護認定者数 86
（46.7）†2

56
（30.8）

32
（66.7）

48
（36.6） 222

総数

　患者数 512
（39.5）†1

372
（28.7）

126
（9.7）

286
（22.1）

1,296
（100.0）

　平均透析歴 6 年
11 カ月

11 年
11 カ月

7 年
1 カ月

8 年
7 カ月 ―

　要介護認定者数 174
（34.0）†2

84
（22.6）

55
（43.7）

84
（29.4） 397

†1　夫々の患者数に対する比率（％）
†2　夫々の原因疾患患者数に対する比率（％）

表 4-2　透析導入原因疾患別にみた要介護認定者数

糖尿病性
腎症　　

慢性糸球
体腎炎　 腎硬化症 その他 合　計

要介護認定者数 174 84 55 84 397
比率（％） 43.8 21.2 13.9 21.2 100.0
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2-2　要介護認定率

（1）　年齢階層別の認定率および要介護度
当調査における 65 歳以上の要介護認定率（表 6-1）

は 1,296 名中 397 名認定済で 30.6％．前期高齢者は
638 名中 104 名認定済で 16.3％．後期高齢者は 658 名
中 293 名認定済で 44.5％ であった．65 歳以上の 5 歳
階級別認定率では（表 6-2），高齢になるほど，認定
率が高くなるという結果であった．全国・鹿児島県・
鹿児島市（表 7）の高齢透析患者と比較すると，65 歳
以上，前期高齢者，後期高齢者いずれにしても高齢透
析患者のほうが認定率は高かった．

当調査の高齢透析患者の要介護度は（表 6-1），要支
援 1：25 名（6.3％），要支援 2：97 名（24.9％），要介
護 1：76 名（18.9％），要 介 護 2：84 名（20.9％），要
介 護 3：47 名（11.6％），要 介 護 4：40 名（10.1％），
要介護 5：28 名（7.1％）であった．全国や鹿児島県，
鹿児島市水準の調査では比較的均等に分かれていたが，
高齢透析患者の場合，要支援 2～要介護 2 までのほう
が多く，要介護 3 以上の重度者は，全国や自治体統計
と相似した比率であった．全国 65 歳以上，鹿児島県
65 歳以上，当調査高齢透析患者を比較するグラフを
図 2 に示すと，「要支援 1」と「要支援 2」で大きな違

表 5-1　日常生活に支障のある合併症（透析導入疾患別）

糖尿病性
腎症　　

慢性糸球
体腎炎　 腎硬化症 その他 合　計

男性

視力障害 47
（68.1）†1

13
（18.8）

3
（4.3）

6
（8.7）

69
（9.2）†2

四肢麻痺 14
（60.9）

0
（0.0）

5
（21.7）

4
（17.4）

23
（3.1）

歩行障害 80
（52.6）

24
（15.8）

18
（11.8）

30
（19.7）

152
（20.2）

下肢切断 12
（75.0）

1
（6.3）

0
（0.0）

3
（18.8）

16
（2.1）

認知症 41
（53.9）

11
（14.5）

12
（15.8）

12
（15.8）

76
（10.1）

女性

視力障害 36
（67.9）

12
（22.6）

1
（1.9）

4
（7.5）

53
（9.7）

四肢麻痺 7
（33.3）

2
（9.5）

6
（28.6）

6
（28.6）

21
（3.9）

歩行障害 66
（38.8）

47
（27.6）

23
（13.5）

34
（20.0）

170
（31.2）

下肢切断 4
（80.0）

1
（20.0）

0
（0.0）

0
（0.0）

5
（0.9）

認知症 33
（45.8）

16
（22.2）

12
（16.7）

11
（15.3）

72
（13.2）

総数

視力障害 83
（68.0）

25
（20.5）

4
（3.3）

10
（8.2）

122
（9.4）

四肢麻痺 21
（47.7）

2
（4.5）

11
（25.0）

10
（22.7）

44
（3.4）

歩行障害 146
（45.3）

71
（22.1）

41
（12.7）

64
（19.9）

322
（24.8）

下肢切断 16
（76.2）

2
（9.5）

1
（4.8）

2
（9.5）

21
（1.6）

認知症 74
（50.0）

27
（18.2）

24
（16.2）

23
（15.5）

148
（11.4）

†1　夫々の合併症者数に対する比率（％）
†2　男性患者数・女性患者数・総数に対する比率（％）

表 5-2　合併症と介護認定

視力障害 四肢麻痺 歩行障害 下肢切断 認知症

患者数 122 44 322 21 148
うち介護認定者数  53 25 195 16 101
介護認定比率（％） 43.4 56.8 60.6 76.2 68.2
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表 6-1　当調査における要介護認定率および介護度（前・後期高齢者別）

人数
（人）

認定者数
（人）

介　護　度

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

前期高齢者 638 104
（16.3）†1

 7
（6.7）†2

25
（26.0）

26
（24.0）

18
（16.3）

11
（10.6）

 8
（7.7）

 9
（8.7）

後期高齢者 658 293
（44.5）

18
（6.1）

72
（24.6）

50
（17.1）

66
（22.5）

36
（11.9）

32
（10.9）

19
（6.5）

合　計 1,296 397
（30.6）

25
（6.3）

97
（24.9）

76
（18.9）

84
（20.9）

47
（11.6）

40
（10.1）

28
（7.1）

†1　人数に対する比率（％）
†2　認定者数に対する比率（％）

表 6-2　当調査における要介護認定率および介護度（年齢別）

人数
（人）

認定者数
（人）

介　護　度

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

65～70 未満 352 41
（11.6）†1

2
（4.9）†2

8
（19.5）

12
（29.3）

 9
（22.0）

 3
（7.3）

 5
（12.2）

2
（4.9）

70～75 未満 286 63
（22.0）

5
（7.9）

17
（27.0）

14
（22.2）

 9
（14.3）

 8
（12.7）

 3
（4.8）

7
（11.1）

75～80 未満 257 69
（26.8）

5
（7.2）

14
（20.3）

15
（21.7）

16
（23.2）

 8
（11.6）

 7
（10.1）

4
（5.8）

80～85 未満 219 103
（47.0）

8
（7.8）

28
（27.2）

20
（19.4）

20
（19.4）

12
（11.7）

10
（9.7）

5
（4.9）

85～90 未満 137 89
（65.0）

5
（5.6）

20
（22.5）

11
（12.4）

22
（24.7）

12
（13.5）

10
（11.2）

9
（10.1）

90～95 未満  38 26
（68.4）

0
（0.0）

9
（34.6）

 4
（15.4）

 5
（19.2）

 3
（11.5）

 4
（15.4）

1
（3.8）

95～99 未満   7  6
（85.7）

0
（0.0）

 1
（16.7）

 0
（0.0）

 3
（50.0）

 1
（16.7）

 1
（16.7）

0
（0.0）

†1　人数に対する比率（％）
†2　認定者数に対する比率（％）

表 7　全国・鹿児島県・鹿児島市における要介護認定率および介護度（平成 28 年 3 月末（暫定））

人数
（人）

認定者数
（人）

介　護　度

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

65 歳以上

　全国 33,815,848 6,068,408
（17.9）†1

877,055
（14.5）†2

839,069
（13.8）

1,197,558
（19.7）

1,051,444
（17.3）

791,189
（13.0）

728,175
（12.0）

583,918
（9.6）

　鹿児島県  487,384 98,491
（20.2）

13,640
（13.8）

13,714
（13.9）

20,028
（20.3）

14,646
（14.9）

12,451
（12.6）

12,906
（13.1）

11,149
（11.3）

　鹿児島市 149,058 30,363
（20.4）

4,328
（14.3）

5,150
（17.0）

6,637
（21.9）

4,102
（13.5）

3,510
（11.6）

3,253
（10.7）

3,383
（11.1）

前期高齢者

　全国 17,448,805 755,909
（4.3）

125,741
（16.6）

120,007
（15.9）

141,004
（18.7）

134,119
（17.7）

89,412
（11.8）

76,047
（10.1）

69,579
（9.2）

　鹿児島県 221,545 8,801
（4.0）

1,359
（15.4）

1,370
（15.6）

1,822
（20.7）

1,384
（15.7）

1,020
（11.6）

948
（10.8）

898
（10.2）

　鹿児島市 75,520 3,420
（4.5）

535
（15.6）

602
（17.6）

774
（22.6）

488
（14.3）

370
（10.8）

309
（9.0）

342
（10.0）

後期高齢者

　全国 16,367,043 5,312,499
（32.5）

751,314
（14.1）

719,062
（13.5）

1,056,554
（19.9）

917,325
（17.3）

701,777
（13.2）

652,128
（12.3）

514,339
（9.7）

　鹿児島県 266,281 89,733
（33.7）

12,281
（13.7）

12,344
（13.8）

18,206
（20.3）

13,262
（14.8）

11,431
（12.7）

11,958
（13.3）

10,251
（11.4）

　鹿児島市 73,538 26,943
（36.6）

3,793
（14.1）

4,548
（16.9）

5,863
（21.8）

3,614
（13.4）

3,140
（11.7）

2,944
（10.9）

3,041
（11.3）

†1　人数に対する比率（％）
†2　認定者数に対する比率（％）
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いが見られた．

（2）　透析歴別要介護認定率
透析歴別要介護認定率では，「65 歳以上」（表 8）

と「75 歳以上」（表 9）に分けて集計した．
「65 歳以上」において，要介護認定率が最も高かっ

たのは，透析歴が 2 年未満の人で，235 名の内 82 名
（34.9％）が認定を受けていた．透析歴別では，2～5

図 2　要介護認定率の比較（全国・鹿児島県・当調査）
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県透析医会 65 歳以上透析患者 全国 65 歳以上 鹿児島県 65 歳以上 

表 8　透析歴別要介護認定率（65 歳以上）

人　数 男　性 女　性 認定数 認定率 平均透析歴 平均年齢

2 年未満 235 144 91 82 34.9％ 1 年 1 カ月 77.2 
2～5 年未満 344 208 136 104 30.2％ 3 年 4 カ月 76.0 
5～10 年未満 303 177 126 100 33.0％ 7 年 0 カ月 75.9 
10～15 年未満 158 87 71 48 30.4％ 12 年 2 カ月 74.8 
15～20 年未満 89 51 38 19 21.3％ 17 年 4 カ月 73.3 
20～25 年未満 78 35 43 23 29.5％ 22 年 2 カ月 74.2 
25～30 年未満 59 34 25 15 25.4％ 26 年 9 カ月 73.3 
30 年以上 30 15 15  6 20.0％ 34 年 2 カ月 70.1 

合　計 1,296 751 545 397 30.6％ 8 年 9 カ月 75.5 

表 9　透析歴別要介護認定率（75 歳以上）

人　数 男　性 女　性 認定数 認定率 平均透析歴 平均年齢

2 年未満 138 74 64 62 44.9％ 1 年 0 カ月 82.4 
2～5 年未満 184 99 85 78 42.4％ 3 年 4 カ月 82.0 
5～10 年未満 162 75 87 77 47.5％ 7 年 2 カ月 81.7 
10～15 年未満 76 37 39 32 42.1％ 12 年 1 カ月 81.6 
15～20 年未満 36 18 18 13 36.1％ 17 年 10 カ月 79.9 
20～25 年未満 32 16 16 15 46.9％ 22 年 3 カ月 80.5 
25～30 年未満 25 17  8 13 52.0％ 26 年 7 カ月 80.6 
30 年以上  5  1  4  3 60.0％ 35 年 5 カ月 77.2 

合　計 658 337 321 293 44.5％ 7 年 7 カ月 81.7 
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年未満の人々が最も多く 344 名であり，そのうち要介
護認定者は 104 名で要介護認定率は 30.2％ であった．
透析歴が 15 年以上となると人数は急に減り，全体
1,296 名の 19.8％，256 名であった．その 256 名の要
介護認定率は 24.6％ であり，透析歴 15 年未満（1,040

名）の要介護認定率 32.1％ より大幅に低かった．
「75 歳以上」でも透析歴は 2～5 年未満の人が最も

多く，75 歳以上 658 名中 184 名で，そのうち 78 名が
要介護認定者で要介護認定率は 42.4％ であった．透
析歴 10 年以上となると人数が急に減り，75 歳以上
658 名中 174 名が透析歴 10 年以上であった．そのう
ち 76 名が要介護認定者で，要介護認定率は 43.7％ で
あった．透析歴 25 年以上が 30 名であり，このうち
16 名が要介護認定者であることから，認定率は 53.3

％ であった．透析歴 2 年未満～25 年未満で要介護認
定率が最も高かった透析歴群は 5～10 年未満で，162

名中 77 名，47.5％ であった．

（3）　世帯類別要介護認定率と要介護度
対象者 1,296 名の居住状況を調査したところ（表 10），

1,080 名（83.3％）が自宅で生活をしていた．世帯類
別要介護認定率をみると，独居世帯と，若年者と同居
の世帯でそれぞれ要介護認定率が 31.6％ と 30.1％ と

高く，高齢者のみの世帯は 498 名中 103 名の要介護認
定者で，要介護認定率は 20.7％ であった．65 歳未満
の若年者との同居で要介護認定率が高いのは，同居者
が日中仕事等で外出することから生じる「日中独居」
が関連していると考えられる．当然だが，特養・老健
入所者の要介護認定率は 100％ であった．

世帯類別介護度では（表 11），28 名いる要介護 5 の
人のうち 14 名が自宅で生活していることに注目した
い．

2-3　通院状況

（1）　要介護度別通院状況
対象高齢透析患者 1,296 名の通院状況は（表 12），

39％ にあたる 506 名が施設送迎を利用していた．独力
通院が 410 名（31.6％），介護タクシーでの通院が 32

名（2.5％），家族による送迎での通院が 151 名（11.7

％）であった．
要介護認定者で独力通院をしているのは 25 名と，

要介護認定者 397 名の 6.3％ にとどまり，施設送迎を
利用する要介護認定者は 198 名と全要介護認定者 397

名の 49.9％ を占めた．介護タクシーの利用について
は，32 名の内 26 名が「要介護 1」以上であり，その
26 名の人については，介護保険サービスにおいての

表 10　世帯類別要介護認定率

人　数 男　性 女　性 平均年齢
（歳） 平均透析歴

介護保険 介護サービス

認定者数 認定率 利用者数 利用率

長期入院 150  70  80 79.6 8 年 11 カ月  63 42.0％ ― ―
独居世帯 196 101  95 74.7 8 年 10 カ月  62 31.6％ 51 82.3％
高齢者のみの世帯 498 347 151 74.5 8 年 8 カ月 103 20.7％ 74 71.8％
65 歳未満と同居 386 206 180 74.8 8 年 11 カ月 116 30.1％ 80 69.0％
特養・老健  19   6  13 78.2 7 年 6 カ月  19 100.0％ 19 100.0％
その他施設  47  21  26 81.1 6 年 11 カ月  34 72.3％ 34 100.0％

合　計 1,296 751 545 75.5 8 年 9 カ月 397 30.6％ 258  65.0％

表 11　世帯類別要介護度

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率

長期入院 1  4.0％  6  6.2％  9 11.8％ 17 20.2％ 10 21.3％ 11 27.5％ 9 32.1％
独居世帯 5 20.0％ 24 24.7％ 13 17.1％ 13 15.5％  3  6.4％ 3  7.5％ 1  3.6％
高齢者のみの世帯 10 40.0％ 32 33.0％ 24 31.6％ 13 15.5％ 11 23.4％ 7 17.5％ 6 21.4％
65 歳未満と同居 9 36.0％ 31 32.0％ 24 31.6％ 25 29.8％ 12 25.5％ 8 20.0％ 7 25.0％
特養・老健 0 0.0％ 0 0.0％ 3 3.9％  3  3.6％ 6 12.8％ 4 10.0％ 3 10.7％
その他施設 0 0.0％ 4 4.1％ 3 3.9％ 13 15.5％ 5 10.6％ 7 17.5％ 2 7.1％

合　計 25 6.3％ 97 24.4％ 76 19.1％ 84 21.2％ 47 11.8％ 40 10.1％ 28 7.1％
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表 12　要介護度別通院状況

人数 独力
通院

隣接施設
から介助

家族
送迎

施設
送迎

介護タ
クシー 入院中 平均

年齢 平均透析歴

未認定 899 385
（42.8）

0
（0.0）

98
（10.9）

308
（34.3）

1
（0.1）

107
（11.9） 73.5 9 年 0 カ月

要支援 1 25 4
（16.0）

0
（0.0）

4
（16.0）

14
（56.0）

2
（8.0）

1
（4.0） 78.9 6 年 11 カ月

要支援 2 97 10
（10.3）

0
（0.0）

15
（15.5）

59
（60.8）

3
（3.1）

10
（10.3） 80.3 7 年 7 カ月

要介護 1 76 6
（7.9）

1
（1.3）

10
（13.2）

41
（53.9）

4
（5.3）

14
（18.4） 78.2 9 年 6 カ月

要介護 2 84 4
（4.8）

3
（3.6）

11
（13.1）

36
（42.9）

9
（10.7）

21
（25.0） 82.2 8 年 9 カ月

要介護 3 47 1
（2.1）

2
（4.3）

5
（10.6）

22
（46.8）

4
（8.5）

13
（27.7） 80.6 6 年 7 カ月

要介護 4 40 0
（0.0）

1
（2.5）

4
（10.0）

17
（42.5）

5
（12.5）

13
（32.5） 80.7 6 年 10 カ月

要介護 5 28 0
（0.0）

0
（0.0）

4
（14.3）

9
（32.1）

4
（14.3）

11
（39.3） 80.0 8 年 0 カ月

合　計 1,296 410
（31.6）

7
（0.5）

151
（11.7）

506
（39.0）

32
（2.5）

190
（14.7） 75.5 8 年 9 カ月

（　）内の数値は比率（％）

表 13　年齢別通院状況

人数 独力
通院

隣接施設
から介助

家族
送迎

施設
送迎

介護タ
クシー 入院中 平均

年齢 平均透析歴

65～70 歳未満 352 197 0 34 102 1 18 66.8 10 年 4 カ月（56.0） （0.0） （9.7） （29.0） （0.3） （5.1）

70～75 歳未満 286 111 1 35 97 8 34 72.0 9 年 5 カ月（38.8） （0.3） （12.2） （33.9） （2.8） （11.9）

75～80 歳未満 257 71 1 36 107 3 39 77.0 8 年 5 カ月（27.6） （0.4） （14.0） （41.6） （1.2） （15.2）

80～85 歳未満 219 25 2 23 114 12 43 81.9 7 年 7 カ月（11.4） （0.9） （10.5） （52.1） （5.5） （19.6）

85～90 歳未満 137 6 2 16 67 6 40 86.8 6 年 11 カ月（4.4） （1.5） （11.7） （48.9） （4.4） （29.2）

90 歳以上  45 0 1 7 19 2 16 92.1 4 年 9 カ月（0.0） （2.2） （15.6） （42.2） （4.4） （35.6）
（　）内の数値は比率（％）

表 14　透析歴別通院状況

人数 独力
通院

隣接施設
から介助

家族
送迎

施設
送迎

介護タ
クシー 入院中 平均

年齢 平均透析歴

2 年未満 235 64 2 28 97 4 40 77.2 1 年 1 カ月（27.2） （0.9） （11.9） （41.3） （1.7） （17.0）

2～5 年未満 344 102 4 53 127 13 45 76.0 3 年 4 カ月（29.7） （1.2） （15.4） （36.9） （3.8） （13.1）

5～10 年未満 303 94 1 32 131 7 38 75.9 7 年 0 カ月（31.0） （0.3） （10.6） （43.2） （2.3） （12.5）

10～15 年未満 158 50 0 17 56 6 29 74.8 12 年 2 カ月（31.6） （0.0） （10.8） （35.4） （3.8） （18.4）

15～20 年未満 89 38 0 8 28 0 15 73.3 17 年 4 カ月（42.7） （0.0） （9.0） （31.5） （0.0） （16.9）

20～25 年未満 78 28 0 8 35 0 7 74.2 22 年 2 カ月（35.9） （0.0） （10.3） （44.9） （0.0） （9.0）

25～30 年未満 59 20 0 3 25 0 11 73.3 26 年 9 カ月（33.9） （0.0） （5.1） （42.4） （0.0） （18.6）

30 年以上 30 14 0 2 7 2 5 70.1 34 年 2 カ月（46.7） （0.0） （6.7） （23.3） （6.7） （16.7）
（　）内の数値は比率（％）
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利用が「要介護 1」以上に限られる「福祉有償運送」
での通院が窺えた．他の 6 名は，自費利用の介護タク
シーか，障害サービスの「福祉有償運送」利用が考え
られた．

（2）　年齢別通院状況（表 13）
独力通院は，65～70 歳未満では 352 名のうち 197

名（56％）であった．70～75 歳未満，75～80 歳未満
と高齢になるにつれて独力通院は減少する傾向にあっ
た．家族送迎は，75～80 歳未満は 36 名で人数が最多
であったが，各階層の割合は目立った差はなかった．
施設送迎は，65～70 歳未満が 29％ と最も利用率が低
く，75 歳以上の後期高齢者になると，利用率が高く
なる傾向にあった．

（3）　透析歴別通院状況（表 14）
独力通院は透析歴 30 年以上の人の率が高く，30 名

中 14 名で 46.7％ であった．家族送迎は透析導入後
2～5 年未満で 53 名（15.4％）で，施設送迎は各階層
での利用率に大きな差はなかった．

2-4　性別による比較

今回の調査では，男性 751 名，女性 545 名と男性が
多かったが（表 15），要介護認定者は男性 175 名，女
性 222 名と人数は逆転し，要介護認定率は男性 23.3％，
女性 40.7％ と大きな差があった．要介護度別で男女

差がはっきりしていたのは要介護 4（日常生活におけ
る動作や行動，また身だしなみや部屋の片づけなどと
いった身の回りの世話が自分一人ではできない状態）
で，女性が男性の 3 倍近い人数であった．

平均透析歴は，男性より女性のほうが 1 年ほど長か
った（表 16）．女性は男性に比べて長期入院や施設入
居者が多く，独居世帯では男女差が少なかった．通院
方法では，独力通院の 410 名のうち 318 名（77.6％）
が男性だった．その他の通院方法では男女差はみられ
なかった．

2-5　高齢透析患者の介護サービス利用状況

（1）　「全対象患者」介護サービス利用状況（表 17）
対象高齢透析患者 1,296 名のうち，397 名が要介護

認定を受けていた．このうち 139 名は介護サービスを
利用していなかった．各項目での利用率は，訪問サー
ビス（訪問介護，訪問看護，居宅療養管理指導，訪問
リハビリテーション）で 23.4％，通所サービス（通所
介護，通所リハビリテーション）で 30.5％，その他

（ショートステイ，福祉用具貸与，入居施設でのサー
ビス等）35.0％ であった．

（2）　性別介護サービス利用状況（表 17）
訪問サービスでは男性のほうが女性より利用率が高

く，通所サービス利用では男性より女性のほうが高か
った．その他のサービスにおいては大きな差はみられ

表 15　性別による比較（人数・年齢・要介護度）

人数 平均
年齢

介護保険
認定者
平均
年齢

介護サービス 要　介　護　度

認定
者数

認定
率†1

（％）
利用
者数

利用
率†2

（％）
要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

男性 751 74.3 175 23.3 78.9 113 64.6 11 （6.3）†2 48 （27.4） 36 （20.6） 34 （19.4） 20 （11.4） 11 （6.3） 15 （8.6）
女性 545 77.2 222 40.7 80.7 145 65.3 14 （6.3） 49 （22.1） 40 （18.0） 50 （22.5） 27 （12.2） 29 （13.1） 13 （5.9）

合計 1,296 75.5 397 30.6 80.0 258 65.0 25 （6.3） 97 （24.4） 76 （19.1） 84 （21.2） 47 （11.8） 40 （10.1） 28 （7.1）

†1　男性・女性の調査人数に対する比率（％）
†2　介護保険認定者数に対する比率（％）

表 16　性別による比較（腹膜透析・透析歴・居住環境・通院方法）

人数 腹膜透析
人数

平均
透析歴

居住環境 通院方法

長期入院中 施設（特・
老・他） 独居世帯 独力通院 家族送迎 施設（機

関）送迎
介護

タクシー

男性  751 16 8 年 3 カ月  70  （9.3） 27 （3.6） 101 （13.4） 318 （42.3）  71  （9.5） 255 （34.0） 16 （2.1）
女性  545  8 9 年 4 カ月  80 （14.7） 39 （7.2）  95 （17.4）  92 （16.9）  80 （14.7） 251 （46.1） 16 （2.9）

合計 1,296 24 8 年 9 カ月 150 （11.6） 66 （5.1） 196 （15.1） 410 （31.6） 151 （11.7） 506 （39.0） 32 （2.5）

（　）内は男性・女性の調査人数に対する比率（％）
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なかった．全体のサービス利用率は男性 64.6％，女性
65.3％ であった．

（3）　介護度別（表 17）
要支援，要介護軽度，要介護重度と分けて比較する

と，通所サービス，その他サービスは重度になるほど
利用率が高くなっていた．訪問サービスの利用率は，
介護度別で大きな差はなかった．

（4）　世帯類別介護サービス利用状況（表 17）
若年者と同居では，通所サービスとその他サービス

が高く，独居は訪問サービスの利用率が高かった．高
齢者世帯では，通所サービスの利用率が比較的高かっ
た．

（5）　年齢別（表 17）
前期高齢者と後期高齢者と比較すると，前期高齢者

の要介護認定率は 638 名中 104 名で 16.3％．後期高齢
者は 658 名中 293 名で 44.5％ と高率だった．いずれ

の介護サービスについても，各階層での利用率に大き
な差は見られなかった．

（6）　透析歴別（表 17）
訪問サービス，通所サービスともに階層別に目立っ

た差はなかったが，その他サービスの利用率は，15～
20 年未満の群で極端に少なかった．

2-6　地域比較

調査参加機関の所在する地域を図 3 のように区分け
し，比較した（表 18, 19-1, 19-2）．
「平均透析歴」をみると，「鹿児島市」と「姶良・伊

佐・大隅」とは同水準で 7 年 4 カ月，「薩摩」は 12 年
3 カ月と他地区と大きな差があった．「透析導入原因
疾患」をみると，鹿児島市は「糖尿病性腎症」が 43.0

％ と高率で，他 2 地区は「糖尿病性腎症」と「慢性
糸球体腎炎」が同水準であった．

その他の項目は 3 地区とも相似した比率であった．

表 17　高齢透析患者の介護サービス利用状況

要介護
認定者

認定者だが
利用なし

利用介護サービス

訪問サービス 通所サービス その他

全対象患者 397 139（35.0） 93 （23.4） 121 （30.5） 139 （35.0）

性別
　男性 175 62 48 （27.4） 49 （28.0） 60 （34.3）
　女性 222 77 45 （20.3） 72 （32.4） 79 （35.6）

介護度別
　要支援 1 と 2 122 46 27 （22.1） 31 （25.4） 30 （24.6）
　要介護 1 と 2 160 53 34 （21.3） 53 （33.1） 56 （35.0）
　要介護 3～5 115 40 32 （27.8） 37 （32.2） 53 （46.1）

世帯類別
　独居 62 11 27 （43.5） 21 （33.9） 21 （33.9）
　高齢者世帯 103 29 33 （32.0） 40 （38.8） 31 （30.1）
　若年者と同居 116 36 25 （21.6） 45 （38.8） 43 （37.1）
　特養・老健 19 0  0  （0.0） 0 （0.0） 19 （100.0）
　その他施設 34 0  8 （23.5） 15 （44.1） 25 （73.5）

年齢別
　前期高齢者 104 31 25 （24.0） 27 （26.0） 44 （42.3）
　後期高齢者 293 108 68 （23.2） 94 （32.1） 95 （32.4）
　85 歳以上 121 38 20 （16.5） 44 （36.4） 51 （42.1）

透析歴別
　5 年未満 187 64 43 （23.0） 58 （31.0） 65 （34.8）
　5～10 年未満 99 31 25 （25.3） 29 （29.3） 40 （40.4）
　10～15 年未満 48 18 12 （25.0） 12 （25.0） 18 （37.5）
　15～20 年未満 19 9  6 （31.6） 6 （31.6） 3 （15.8）
　20 年以上 44 17  7 （15.9） 16 （36.4） 13 （29.5）

〈　）内は比率（％）
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図 3　調査参加機関所在地の区分け

表 18　地域比較 1

参加
機関

対象者数
平均

透析歴
平均
年齢

透析導入原因
長期
入院

世帯類別

全体 男 女 糖尿病
性腎症

慢性
糸球体
腎炎

腎硬化
症 独居 高齢 若年

同居 施設

鹿児島市 11 474 272 202 7 年
4 カ月 75.5 204  60 38 43 68 186 160 17

（57.4） （42.6） （43.0） （12.7） （8.0） （9.1） （14.3） （39.2） （33.8） （3.6）

薩　摩  8 374 235 139 12 年
3 カ月 75.2 149 154 35 47 57 158 102 10

（62.8） （37.2） （39.8） （41.2） （9.4） （12.6） （15.2） （42.2） （27.3） （2.7）

姶良・伊佐・大隅 10 448 244 204 7 年
4 カ月 75.7 159 158 53 60 71 154 124 39

（54.5） （45.5） （35.5） （35.3） （11.8） （13.4） （15.8） （34.4） （27.7） （8.7）

（　）内は各区域の対象者数に対する比率（％）

表 19-1　地域比較 2

対象者数
介護サービス 通院方法

認定者数 利用者数 独　力 隣　接 家　族 機関による送迎 介護タクシー

鹿児島市 474 179 118 147 5 57 178 28
（37.8） （65.9） （31.0） （1.1） （12.0） （37.6） （5.9）

薩　摩 374  99  68 129 0 39 145  3
（26.5） （68.7） （34.5） （0.0） （10.4） （38.8） （0.8）

姶良・伊佐・大隅 448 119  72 134 2 55 183  1
（26.6） （60.5） （29.9） （0.4） （12.3） （40.8） （0.2）

（　）内は対象者数に対する比率（％）

表 19-2　地域比較 3

認定者数
要介護度別患者数

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

鹿児島市 179 8 40 44 37 23 16 11
（4.5） （22.3） （24.6） （20.7） （12.8） （8.9） （6.1）

薩　摩  99 9 31 15 22 12  7  3
（9.1） （31.3） （15.2） （22.2） （12.1） （7.1） （3.0）

姶良・伊佐・大隅 119 8 26 17 25 12 17 14
（6.7） （21.8） （14.3） （21.0） （10.1） （14.3） （11.8）

（　）内は認定者数に対する比率（％）
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2-7　施設入居者の状況

施設入居中の人が 66 名あり（短期入院中 4 名含
む）（表 20-1），腹膜透析実施中の人が 2 名含まれて
いる．その内訳は，特養・老健が 19 名，その他施設
が 47 名であった．要介護認定率が 80.3％ で，要介護
認定をうけていない人が 13 名であり，介護サービス
が必要ない人で，なんらかの施設に入居している人も
あった．通院方法は（表 20-2），施設送迎を 47 名が
利用していた．他は独力通院が 5 名，隣接施設から介
助で通院の人が 5 名，介護タクシー 4 名，家族送迎 1

名だった．

2-8　独居世帯高齢透析患者の状況

対象者の中には独居が 196 名あり（短期入院中 8 名

含む）（表 21-1），男性が 101 名（男性全体で 13.4％）
で，女性が 95 名（女性全体で 17.4％）であった．要
介護認定率は 31.6％ で，要介護度別では要介護 4 に 3

名，要介護 5 に 1 名いるところに注目したい．年齢別
では（表 21-2），前期高齢者が 105 名，後期高齢者が
91 名だった．通院方法は（表 21-3），施設送迎が多
く 52.6％ であった．

2-9　高齢者世帯高齢透析患者の状況

498 名（短期入院中 14 名含む）中 347 名が男性（男
性全体の 46.2％），151 名が女性（女性全体の 27.7％）
だった（表 22-1）．要介護認定率は 20.7％．要介護認
定者 103 名のうち 79 名（76.7％）が要介護 2 以下の
軽度者であった．498 名の年齢階層別には大きな人数

表 20-1　介護施設入居者の状況

入居者
総数

うち
腹膜
透析

男性 女性 平均
年齢

平均
透析歴

介護保険 要介護度別 居住・
生活環境

認定
数

認定
率

要支援
1

要支援
2

要介護
1

要介護
2

要介護
3

要介護
4

要介護
5

特養
老健

その他
施設

66 2 27 39 80.2 7 年
1 カ月 53 80.3％ 0 4 6 16 11 11 5 19

（28.8）
47

（71.2）

（　）内は総数に対する比率

表 20-2　通院方法

独力通院 隣接施設から介助 家族送迎 施設送迎 介護タクシー 短期入院中 計

人数 5 5 1 47 4 4 66
比率（％） 7.6 7.6 1.5 71.2 6.1 6.0 100

表 21-1　独居世帯高齢透析患者の状況

独居者
総数

うち
入院中

うち
腹膜
透析

男性 女性 平均
年齢

平均
透析歴

介護保険 要介護度別

認定数 認定率 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

196 8 1 101 95 74.7 8 年
10 カ月 62 31.6％ 5 24 13 13 3 3 1

表 21-2　年齢構成

65～70 未満 70～75 未満 75～80 未満 80 歳以上 合　計

人数 63 42 37 54 196
比率（％） 32.1 21.4 18.9 27.6 100

表 21-3　通院方法および通院先

主な通院方法† 通院先施設形態

独力通院 隣接施設を介助 家族送迎 施設送迎 介護タクシー 病院 診療所

人数 69 0 8 103 8 98 98
比率（％） 35.2 0.0 4.1 52.6 4.1 50.0 50.0

†　総数 196 人のうち，入院中の 8 人は除く．
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の差はなく（表 22-2），通院方法では独力通院が 208

名（41.8％），施設送迎が 196 名（39.4％）で目立って
いた（表 22-3）．

2-10　高齢腹膜透析患者の状況

24 名（短期入院中 3 名，長期入院中 4 名含む）（表

23-1）のうち，血液透析と併用して加療している人
が 6 名，要介護認定率は 24 名中 9 名で 37.5％．年齢
階層別では（表 23-2），後期高齢者が 16 名と多かっ

た．通院は独力通院 9 名，家族送迎 7 名であった（表

23-3）．

まとめ

今回の調査では，65 歳以上の高齢透析患者 1,296 名
が対象であり，平均年齢は 75.5 歳だった．透析導入
原因疾患は日本透析医学会より出されている「わが国
の慢性透析療法の現況」にある結果と相似し，「糖尿
病性腎症」による透析導入がもっとも高率で，39.5％

表 22-1　高齢者世帯高齢透析患者の状況

総数 うち
入院中

うち
腹膜
透析

男性 女性 平均
年齢

平均
透析歴

介護保険 要介護度別

認定数 認定率 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

498 14 8 347 151 74.5 8 年
8 カ月 103 20.7％ 10 32 24 13 11 7 6

表 22-2　年齢構成

65～70 未満 70～75 未満 75～80 未満 80 歳以上 合　計

人数 133 135 112 118 498
比率（％） 26.7 27.1 22.5 23.7 100

表 22-3　通院方法および通院先

主な通院方法† 通院先施設形態

独力通院 隣接施設を介助 家族送迎 施設送迎 介護タクシー 病院 診療所

人数 208 1 68 196 11 207 291
比率（％） 41.8 0.2 13.7 39.4 2.2 41.6 58.4

†　総数 498 人のうち，入院中の 14 人は除く．

表 23-1　高齢腹膜透析患者の状況

総数 うち
入院中 男性 女性 平均

年齢
平均

透析歴
介護保険 要介護度別

認定数 認定率 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

24 7（4） 16 8 79.2 3 年
3 カ月 9 37.5％ 0 1 2 2 4 0 0

（　）内の数値は入院中 7 人のうちの長期入院者数

表 23-3　通院方法および通院先

主な通院方法† 通院先施設形態

独力通院 隣接施設を介助 家族送迎 施設送迎 介護タクシー 病院 診療所

人数 9 0 7 1 0 24 0
比率（％） 37.5 0.0 29.2 4.2 0.0 100.0 0.0

†　総数 24 人のうち，長期入院（4 人），短期入院（3 人）は除く．

表 23-2　年齢構成

65～70 未満 70～75 未満 75～80 未満 80 歳以上 合　計

人数 3 5 5 11 24
比率（％） 12.5 20.8 20.8 45.8 100
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だった．
対象高齢透析患者のうち 397 名が要介護認定を受け

ており，要介護認定率は 30.6％ であった．1,296 名の
うち男性が 751 名（57.9％），女性が 545 名（42.0％）
で，男性 751 名のうち要介護認定者は 175 名（認定率
23.3％），女性 545 名のうち 222 名が要介護認定者（認
定率 40.7％）であった．

要介護認定者 397 名の平均介護度は要介護 1.66，男
性の要介護認定者の平均介護度は要介護 1.55，女性は
要介護 1.74 であった．

要介護認定者の平均年齢は 79.9 歳．要介護認定者
男性の平均年齢は 78.9 歳，同じく女性は 80.7 歳であ
った．

要介護認定率 30.6％ というのは全国，鹿児島県，
鹿児島市と比較して高く，前期高齢者，後期高齢者と
分けてみても高率だった．

要介護度については，全国，鹿児島県，鹿児島市と
も各要介護度に大きな差はなかったが，今回の調査で
は要介護認定者は要支援 2～要介護 2 までの軽度者に
集中していた．他の高齢者と比べて合併症が多い高齢
透析患者に軽度者が多いのは，全身状態が悪化し，在
宅復帰目的の退院支援等の介入が不必要となり，要介
護認定自体を受ける必要がなくなるケースがみられる
ことも影響している可能性がある．

透析を受けている要介護者の在宅復帰が困難となっ
た場合に入所施設への経路形成を行うケースがあるが，
透析患者の入所は主として有料老人ホーム，サービス
付き高齢者向け住宅に限定されることが多く，さらに，
それらの自費系施設でも透析患者の入居を受け入れる
ところは限定されており，要介護透析患者の療養の場

を提供しにくい状況は課題となっている．

おわりに

私達は，平成 28 年 3 月 31 日現在における鹿児島県
透析医会会員の所属する医療施設での介護関連調査を
行った．透析をしていない高齢者と，今回調査対象と
した高齢透析患者は，いずれにしても地域でどのよう
に生活していくかが課題となっている．透析をしてい
る高齢者の生活維持には，私達のように透析医療に携
わる人達で協力し合い，他領域の医療介護従事者とも
連携して，今回の対象者で 53.4％（694 名）を占める
独居や高齢者のみの世帯の方々の療養環境の維持など，
様々な課題に取り組んでいくべきと考える．
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要　旨

透析患者の皮膚色を，色の定量分析法の国際標準
L＊a＊b＊表色系に基づく分光測色計により精密に測定
した．透析患者の皮膚は健常人に比べ 5％ 黒く，7％
赤く，11％ 黄色いことが判明した．また，現在まで
に確認できた生化学データとの関連からその病態に推
論を加えた．透析患者の ADL の広義の観点から，今
までは閑却されていた代表的な皮膚合併症，色素沈着
について考察した．

はじめに

透析患者の皮膚の臨床的特徴といえば色素沈着1～4）

とかゆみ5～8）であろう．かゆみは，透析患者の皮膚の
代謝異常と炎症反応にともなって局所へ集積する多種
多様な細胞，あるいは液性成分がもたらす種々の化学
物質の作用の総和の発現形の一つとして理解できる．
しかし，それ以前に透析患者の皮膚自体が炎症を生じ
やすく，またいったん炎症が発生すると容易に慢性化，
重症化するような悪循環に陥りやすい一種の脆弱性を
有していることも確かである．また，この間の病態の
解析が一筋縄ではゆかぬことも明らかである．かゆみ
を客観的な数値データとして測定することは現時点で
は不可能であり，臨床工学的な論議も容易ではないか
らである．

一方，皮膚の色調については，1970 年代にいかな

る色も三次元座標上の一点として数学的に記述できる
という国際標準が制定され，透析患者の皮膚色も三つ
の構成成分に分解してきわめて再現性よく客観的に定
量することが可能となった．しかし，透析患者の皮膚
の色素沈着は患者の生命予後と関係するわけでもなく，
臨床上の優先度の高い問題とは考えられず今まで等閑
視されてきた．近年の，特に工学機器のめざましい技
術革新の結果，分光測色計の改良が進み，きわめて高
性能でかつ簡便，無侵襲でありベッドサイドにも容易
に導入できるモデルが上市されたこと，維持透析患者
の予後が大きく改善したこと，さらに，患者の QOL

が透析医療現場の大きなテーマとして扱われるような
情勢も相まって，当該機器の臨床応用への理解が深ま
った．しかし，一定期間，継続的に透析患者の皮膚色
を精密に定量し，その変動を左右する要因について検
討されるようになったのはごく最近のことである．

我々は過去十年以上にわたり，維持透析患者の皮膚
色を定期的に測定し，その間に判明した多くの事実に
ついて報告してきたが9～14），今回ここに，現在までに
得られた結果と今後の課題について述べる．

1　いかにして測定するか

臨床現場で透析患者の皮膚色を数値データとして検
討するにあたっては，測定にさいしての光源，背景，
方向，対象とする皮膚の面積，観察者による差異など
の要因を可及的に捨象し，まずは客観的な測定方法を

臨床と研究

透析患者の皮膚色の定量的検討

柴田昌典＊1　谷口信吉＊2
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確立する必要がある．
色の客観的測定方法の開発に関しては長い歴史的経

緯があり，主として工業分野で印刷物の色合わせや自
動車の塗料の品質管理などへの技術的根拠の確立へ向
けて，20 世紀前半から世界的な論議がかわされてきた．
最終的に 1976 年に国際照明委員会が，現在使用され
ている L＊a＊b＊表色系を国際規格と制定し，日本の JIS

規格もこれを使用している．具体的には，あらゆる色
を，黒～白を示す L 値，明度（value），赤～緑を示す
a 値，色相（hue），と黄色～青を示す b 値，彩度（chro-

ma），の三属性に分解して数値データとして表現する
という方法である．この目的で色の測定機器としての
分光測色計が開発され，近年の工学的技術進歩の結果，
著しく改良が進み，ベッドサイドでも使用できる機器
が続々と上市されている．図 1 にコニカミノルタ社製
のハンディタイプの分光測色計 CR-400 を示す．本機
器は片手で容易に操作でき，測定はいわばカメラのシ
ャッターを切る使用感に近い．

皮膚色の測定にあたっては，たとえば顔面とか前腕
のようないわゆる被露部では，日焼けなどの影響を受
ける可能性が高く不適当と考えられる．我々は測定に
さいして腹部正中に限定し，臍上 2 cm の部分を中心
としたが，術創や瘢痕が存在する場合には適宜に左右
2 cm 程度移動させた．また当然ながら，明らかに黄
疸を有する患者のみでなく，HBs，HBc，HBe 抗原や
HCV 抗体の陽性者，高度の貧血患者，あるいは鉄剤
の投与歴のある血清フェリチン値が 250 mg/dL 以上

の患者，副腎腫瘍の存在が疑われる患者など皮膚の色
調に影響がありそうな者は除外している．

2　どのような測定結果であったか

2-1　測定結果

（1）　皮膚の明度，L 値について
色を三つの属性に分類して定量するとき，明度，L

値は黒色の程度を示す指標であり 0～100 の間の数値
で表現される．100 が真っ白，0 が真っ黒であり，数
値が小さいほど黒いことを定量的に示す．

さて，透析患者の皮膚色の L 値は図 2 に示すように
健常人の 66.7±5.3 に比べて 63.1±4.4 と 5％ 以上低い

（p＜0.001）．すなわち，黒いことが数値的データとし
ても明らかである．透析患者の皮膚の明度と年齢との
間には有意の関係はなかったが（図 3 上），図 3 下に
示すように透析歴，すなわち維持透析を継続した期間
との間に有意の負の相関がみられた（p＜0.01）．つま
り，透析治療の継続期間が長期にわたる患者ほど皮膚
が黒いということである．また皮膚の L 値の低下と患
者の血清 BUN 値，尿酸値，Kt/V 値との間には図 4（a），

（c），（d）に示すようにそれぞれまったく関係がなか
った．ところが血清クレアチニン値との間には有意の
負の相関があり（p＜0.01，図 4（b）），クレアチニン
値が高いほど皮膚の L 値が低く，色が黒いというこ
とが判明した．ここには明示していないが，血清鉄，
アルブミン，総蛋白，無機リンなどとの間にも有意の
関係は認められなかった．

図 1　ハンディタイプの分光測色計 CR-400Ⓡ

　　　　　  （コニカミノルタ社製）

図 2　透析患者の明度（L 値）
（文献 12 より引用改変）
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図 3　透析歴と皮膚の黒さとの関係
　　　　　　　　　　　　　　   （文献 12 より引用改変）
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高分子量の物質との関係を検討すると，intact PTH，
a1 ミクログロブリン，b2 ミクログロブリン値との間
にそれぞれ負の相関があり（図 5（a），（b），（c），p＜
0.05，＜0.05，＜0.01），それぞれの血清濃度が高値の
患者ほど L 値が低い，つまり皮膚が黒いということが
判明した．しかし，血清フェリチン値との間には有意

の関係はみられなかった（図 5（d））．さらに興味深い
ことに，透析患者の皮膚の明度，L 値は糖尿病患者よ
りも非糖尿病患者において有意に低く（p＜0.01，図

6），非糖尿病患者の皮膚は糖尿病患者に比べるとより
黒いということが明らかとなった．

このような L 値の低下ないしは皮膚の黒色の増強

図 5　皮膚の黒さと検査データの関係
　L 値と，（a）副甲状腺ホルモン（intact PTH），（b）a1 ミクログロブリン，（c）b2 ミクロ
グロブリン，（d）血清フェリチン値との相関
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図 6　糖尿病と非糖尿病患者の皮膚の黒さ
　　　　　　　　　　　　　 （文献 13 より引用改変）
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は，図 7 に示すように，わずか 6 カ月間という短期間
にも緩徐であるが有意に進行していることが明らかと
なった（p＜0.01）．また L 値の変動と透析治療の効率
との間にも一定の関係があり，図 8（a）に示すように，
バスキュラーアクセスの運用上の問題から透析治療に
あたって単針から複針へと変更した症例では，10 カ
月後には L 値が有意に上昇し，皮膚の色が白くなって
いた．逆に図 8（b）に示すように，複針から単針へと
変更した患者では 10 カ月後には L 値が低下し，皮膚

が黒くなっていることも判明した．このことから，透
析患者の皮膚の L 値が低下し色が黒くなるという現象
は，緩徐進行性ではあるものの決して不可逆的な変化
ではないことも明らかになった．また透析治療を通常
透析から on line HDF へと変更すると，6 カ月後には
患者の皮膚の L 値が有意に上昇し（p＜0.01），皮膚の
色がより白くなることが判明した（図 9）．

図 7　皮膚の黒さの変化（時間的経過）
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（2）　皮膚の色相，a 値について
色相・a 値は色の様相の傾向を示す指標であるが，

＋60 から－60 までの正負の数値で表現され，正方向
の数値が大きいときは赤みが強く，負方向は緑色とな
る．透析患者の皮膚の a 値は健常人の 7.8±2.3 に対し
8.4±1.8 と 7％ 近く上昇していた（p＜0.05）．ところ
が，経時的に測定を続けると Hb と Hct 値の動向と並
行して変動することも明らかになり9），当然ながら貧
血の改善や悪化と直接関係していると理解された．

a 値は栄養指標の GNRI 値との間に正の相関があり，
GNRI 値の上昇，つまり患者の栄養状態の改善に伴っ
て皮膚の赤みが増強することも判明した9）．その他に
も，血中 b2 ミクログロブリン値が高いほど a 値は上
昇したが（p＜0.01，図 10），血清 a1 ミクログロブリ
ン値とは関係がなかった．

（3）　皮膚の彩度，b 値について
彩度・b 値は色の鮮やかさの指標であるが，a 値と

同じく＋60 から－60 の範囲の数値で表現され，正方
向の数値が大きいほど黄色調が強く，逆に負方向に傾
くと青色調が増強する．透析患者の皮膚の b 値は健常
人の 17.1±3.0 に対して 18.9±2.2 とおよそ 11％ 高値
であり（p＜0.001），皮膚の黄色調が強いことが明ら
かとなった．また b 値は血清クレアチニン値，intact 

PTH 値が高いほど高値であったが（p＜0.05，p＜0.05），
a1 および b2 ミクログロブリン値との間には相関がな
かった．血清レプチン値との間には強い負の相関があ
り（p＜0.01，図 11），レプチン値が高い患者ほど皮
膚の黄色調が低いことも判明した10）．

（4）　測定結果の考察
従来から，臨床的に透析患者の皮膚の色調は特有の

図 9　血液浄化法と皮膚の黒さの変化（時間的経過）
通常透析から on-line HDF．（文献 14 より引用）
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蒼白黄褐色から汚い黒褐色と表現され，全般的に黒く，
かつやや黄色調が増強し光沢に乏しく，その外観は実
年齢よりも高く見えるとされていた1, 6, 15）．しかし，こ
れらの記載は人間の視覚に頼らざるをえず，主観的な
限界から逃れられない制約があった．

ところで，透析患者の皮膚の色を定量的に測定した
結果を総合すると，およそ 5％ 余りの L 値の明らかな
低下，7％ 近い a 値の上昇，11％ 近い明らかな b 値の
増加がその特徴であることが解明された（表 1）．つ
まり，視覚による診断に還元すれば，透析患者の皮膚
の色は明らかに黒くかつ黄色く，また赤いと考えるこ
とができる．これは臨床現場における先人たちの視診
の結果が正しかったことが，現代的な分析機器による
客観な数値データとして帰納されたことを意味する．
L 値，a 値，b 値の各々の測定結果と種々の検査デー
タとの間の関係を表 2 に示すが，色の三要素は互いに

並行して変動するものではなく，種々の要因との間に
一定の傾向は見いだされなかった．

2-2　透析患者の皮膚色の総合所見

透析患者の皮膚の色調の変化については，一般医療
に血液透析が普及してから報告が重ねられ，主として
皮膚科領域で，いわゆる記載皮膚科学の伝統的手法に
立脚して詳細な分析がなされ，前述のようなコンセン
サスが得られていた1, 6, 15）．同時にその原因についても
さまざまに言及されてきたが，一定の結論は得られて
いない．因果律に従えば，およそこの世に生じる事象
には固有の原因が存在するはずであるが，具体的な論
議を進めるにはいかに精密を極めるとはいえ，視覚に
頼るアナログな方法には限界があるのはやむをえない．
一方，ディジタルな手法による色の客観的分析には二
十世紀の初頭から長い歴史を経て，1976 年に国際照

図 11　皮膚の黄色さ（b 値）とレプチン
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表 1　透析患者の皮膚色の測定値
　　　 （健常人 100％）

測定結果 P 値

L＊ 94.6±7.0％ P＜0.001
a＊ 106.9±21.4％ P＜0.05
b＊ 110.8±11.8％ P＜0.001

表 2　透析患者の皮膚色（三要素）と各種生化学マーカとの相関の強さ

Cr b2-MG a1-MG i-PTH Hct Leptin

L＊ －2 －3 －1 －1 －3 n.s.
a＊ n.s. ＋3 n.s. n.s. ＋3 －1
b＊ ＋1 n.s. n.s. ＋1 －1 －3

p＜0.05：＋1 or －1
p＜0.01：＋2 or －2
p＜0.005：＋3 or －3
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明委員会が決定した国際標準が世界共通として広く普
及し，日本の JIS 規格もこの基準に従うものである．

我々は臨床上，透析患者の皮膚の色を三次元座標上
の一点として数学的に記載するという国際基準に従う
方法を確立したが12），この分光測色計を用いる手法は
患者への侵襲がなくベッドサイドで簡便に施行でき，
測定にあたっては面倒な手間もなく習熟に時間を要さ
ず，再現性がよく，また色の経時的変化も感度よく精
密な数値として反映できる．透析患者の皮膚の色を客
観的に論ずるための科学的方法がここに確立されたの
である．この方法を駆使して我々は今までにいくつか
の興味深い事実を明らかにしてきたが，その結果を色
の三要素の各々につき順次述べる．

3　どのように理解できるのか

3-1　L 値，明度の低下について

L 値の低下は白色が減弱し黒色が増強するというこ
とを意味するが，臨床現場で認知されている透析患者
の皮膚が黒くなるという変化は，実在の現象として L

値との低下で説明できる．
各々の患者の L 値について詳細かつ経時的に検討す

ると，患者の年齢，たとえば高齢者ほど L 値が低く色
が黒いという事実はなかったが，患者の透析歴とは明
らかに関係があり，維持透析歴の長い患者ほど L 値が
低く皮膚の色が黒かった12）（図 3）．しかも経時的に L

値を追跡すると，数カ月程度の期間でも L 値が有意
に低下すること，つまり皮膚の黒さが進行することも
証明された（図 7）．

興味深いことに，血液浄化法を通常の血液透析から
on line HDF に変更すると，早い者では 2 カ月程度，
平均して 6 カ月以内に L 値は有意に上昇し，患者の
皮膚は白くなることが判明した13）（図 9）．逆に on line 

HDF から通常の血液透析に変更した患者では，4 カ月
後には明らかに L 値が低下し，皮膚は黒くなった14）．
継続して通常の血液透析を行っている患者でも類似の
現象が観察され，バスキュラーアクセスの運用上，透
析操作を単針システムから複針へと変更した患者では，
6 カ月後には L 値が上昇し，皮膚が白くなった（図 8

（a））．また逆に複針システムから単針へと変更した
患者では 6 カ月後には L 値が低下し，すなわち皮膚
が黒くなった（図 8（b））．

これらの結果を通観すると，L 値の低下，黒くなる

という現象は，緩徐進行性あるいは蓄積性であるが必
ずしも不可逆的ではなく，同時になんらかの生化学的
な原因となる物質が介在する蓋然性を示唆していた．
L 値と血清 intact PTH，a1 および b2 ミクログロブリ
ン濃度の間に有意の負の相関があり（図 5（a），（b），

（c）），これらの物質の血中濃度が高い患者ほど色が
黒いことが判明したが，一方，血清フェリチン値との
間に関係はなかった．以上のことから，分子量にして
9,600 から 33,000 程度の物質が色の L 値の低下に関与
している可能性が考えられた11）．

ところで，血清クレアチニン値と L 値との間にも
有意の負の相関があり，クレアチニン値が高いほど色
が黒いということも明らかになった．分子量がわずか
100 余のクレアチニンが intact PTH，a1 および b2 ミ
クログロブリンなどと同様のメカニズムで L 値の低下
とかかわっているとは考え難いことである．また血中
BUN，尿酸値，Kt/V と L 値にはまったく関係がない
ことも明らかであった11）（図 4）．クレアチニンは蛋白
代謝の最終産物であるが，透析患者ではクレアチニン
の血中濃度が高く，代謝が進みメチルグアニジンが生
成することが知られている11）．メチルグアニジンは血
中では 20％ 以上が蛋白と結合した状態で存在し，通
常の透析操作では除去されにくいという事実がある．
したがって，血清クレアチニン値が高い患者ほど蛋白
結合型メチルグアニジン濃度が上昇し，一見，クレア
チニン濃度と相関する L 値の低下は蛋白結合型メチル
グアニジン濃度と置き換えて考えることができよう．

透析患者の皮膚の L 値は基礎疾患による差異も存在
し，非糖尿病では糖尿病患者に比べて有意に L 値が低
い，つまり黒いということが判明した12）．ただ一般に，
糖尿病患者は非糖尿病患者に比べると予後不良の者が
多いために，非糖尿病患者では結果的に母集団中に透
析歴の長い患者が多くなってしまうという可能性も考
慮しておかねばならない．そのため，注意深く透析歴
などを合致させて検討したが，やはり糖尿病患者では
L 値の低下が非糖尿病患者に比して顕著ではなく，非
糖尿病患者ほど黒くないということが証明された12）．

それではなぜ，糖尿病患者では L 値が低下しないの
であろうか．一般的に皮膚の黒さを左右する物質の筆
頭はメラニンであり，その生成を規定するのが mel-

anocyte stimulating hormone（MSH）である．MSH 活
性を有する分子には a，b，cの三種が知られているが，
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いずれも脳下垂体で合成された pro- opiomelanocortin

（POMC）が視床下部の弓状核で分解されて生じるペ
プチドホルモンである16）．

透析患者における MSH の動向については現在にい
たるまでまったく不明であるが，少なくともインスリ
ンは血液脳関門を通過し，また中枢神経系にもインス
リン受容体が存在することとあわせ，種々の生理作用
を発揮していることが解明されつつある17, 18）．またイ
ンスリンは，レプチンとともに，POMC から aMSH

が生成される反応に促進的に作用することも明らかに
されている19～22）．一つのモデルとして，肥満と関係す
る皮膚の色素異常症に黒色表皮腫という疾患があるが，
特に小児の本症患者では血中レプチン値が非常に高い
ことが明らかにされており，このような患者ではイン
スリンのみならずレプチンが過剰に産生され，皮膚の
メラニン合成が促進されているのではないかと考えら
れている23）．

現在までに確証はないが，維持透析を施行している
糖尿病患者では，内因性のインスリン分泌は著しく低
下，ないしは枯渇していると考えられ，このため視床
下部の弓状核における POMC から aMSH が生成され
る反応への促進効果が減弱し，メラニンの生成が低下
しているのではないか，あるいはレプチンもなんらか
の関与をおよぼしているのではないかと想像してい
る12）．

3-2　a 値，色相の上昇について

透析患者の皮膚の a 値は健常人に比べて有意に上昇
し，つまり皮膚が赤いことが判明した（p＜0.05）．a

値の上昇には当然ながら Hb と Hct 値と正の相関があ
り，貧血の改善とともに a 値は上昇し，皮膚はより赤
くなった．同時に栄養指標 GNRI が上昇すると a 値も
上昇し，皮膚が赤くなることもわかった9）．臨床現場
で漠然と「血色が良くなる」と表現されている変化を
数値として支持するデータであると考えることができ
るが，ひるがえって，本来は健常人に比べて貧血の傾
向に陥りやすい透析患者の皮膚の色がわずかとはいえ，
なぜ赤いのか現在のところ不明である．

1980 年代以前の皮膚科領域の文献には透析患者の
皮膚色の赤みに関する記載は見当たらない．赤さの増
強は，透析患者特有の強い貧血にマスクされたために
特に取り上げられなかったためと解することも可能で

あろう．エリスロポエチンが実臨床に普及してからは，
透析患者の皮膚の赤みの増強について注目する報告が
あり，ウロクロームやウロエリチンの関与の可能性が
論じられている．しかし単なる仮説の域を出ておら
ず2, 3），明確な結論は得られていない．

3-3　b 値，彩度の上昇について

透析患者の皮膚の b 値は健常人に比べて明らかに
高く，つまり皮膚がより黄色いことが判明した（p＜
0.001）．b 値の上昇と血清クレアチニン，intact PTH

値との間に正の相関があり，レプチン値とは負の関係
があった（表 2）．

ところで，メラニンはチロジンから多段階的で複雑
な反応を経て生成されるが，大別すると，黒色を呈す
るユーメラニンと黄色をもたらすフェオメラニンの二
種が存在する．健常人の皮膚にはフェオメラニンは微
量しか存在しないとされ，人種間の差についての報告
はあるものの24, 25），透析患者の皮膚においてどのよう
な状態にあるのかは現在までまったく不明である．透
析患者の皮膚の b 値の上昇に二種のメラニンのうち
フェオメラニンの関与があると想定すると，レプチン
はインスリンと同様，MSH の生成を促進する作用を
有することから19～22），血清レプチン値と b 値との間
に強い負の関係を認めたことは一見矛盾するようにも
思える．しかし，メラニンの生合成には MSH 以外に
紫外線照射，インスリン様増殖因子，肝細胞増殖因子，
ビタミン D3 なども促進的に作用することが知られて
おり24, 25），また透析患者の皮膚色の変化がメラニン単
独で生じると短絡することにも問題がある1）と考える
べきであろう．

血流障害によるうっ血1），かゆみを伴う炎症性病変
と繰り返すそう破による組織反応1），また最近ではエ
リスロポエチンの実用化によって大幅に減少したもの
の，輸血あるいは鉄剤の投与によるヘモジデリンの沈
着3），透析患者に合併するアミロイドーシスの影響4），
あるいは全身状態が悪化し低栄養や脱水状態の患者に
比較的急速に色素沈着が進行する4）ことがあるなどの
点も臨床的には考慮せねばならない．我々は，透析患
者の皮膚の色を客観的な数値データとして定量，検討
する方法を開発したが解決すべき問題は山積しており，
今後も研究を継続する必要がある．
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4　今後さらに進めるべきことは

我が国では透析患者は増加の一途をたどり，また全
国的に洗練された治療法が普及したこともあって，長
期生存例はもちろん，元気に社会生活を送る患者も激
増した．臨床現場では個々の患者と長くお付き合いす
ることが一般的となったのである．皮膚色の変化につ
いても，従来は生命予後と直接関係するわけではなく
大問題ではないとみなされてきたが，実臨床では決し
て些細な問題ではない．皮膚の色の精密な定量法を確
立できたことから，今後も積極的に研究を集積し，透
析患者の広い意味での ADL 向上に寄与すべきと考え
ている．

もう一つ付け加えておきたいのは，血液浄化という
治療法の特性上，患者の血液が常に体外循環経路を流
れているが，我々の手法を応用すると，皮膚のみでな
く血液の色を精密に測定することも可能である．我々
はすでに血液の a 値（赤さ）を測定すると血清 CRP

値とよく相関することを明らかにした26）．この方法は
まったく無侵襲で簡便に測定でき，再現性がよく患者
のモニタリング法の一つとして好適ではないかと考え
ている．今後もこの方面でさらなる研究を展開したい
と考えている．
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要　旨

糖尿病治療に関しては，我が国の血糖コントロール
目標および高齢者糖尿病の血糖コントロール目標も定
められた．糖尿病治療薬の進歩も著しく，新しく
DPP-4 阻害薬，SGLT2 阻害薬も発売され，現在広く
用いられている．新しい糖尿病治療薬に関しては，心
血管イベントに関する検証試験が行われており，非劣
性の検証とともに，有意なリスク低下を示した試験も
存在する．

はじめに

糖尿病治療の基本は生活習慣の是正であり，食事療

法・運動療法がその中心である．しかし，多くの症例
では薬物療法が必要になることも事実である．近年，
糖尿病治療薬が増加しており，各種治療薬を上手に併
用することも重要と考えられる．

本稿では，主に 2 型糖尿病の治療に関し，最近の進
歩をまとめてみたい．なお，透析症例における糖尿病
治療に関しては，日本透析医学会の「血液透析患者の
糖尿病治療ガイド 2012」1）をご参照頂きたい．

1　糖尿病治療の目標と血糖コントロール目標

糖尿病治療の目標は，図 1 に示すように，健康な人
と変わらない日常生活の質（QOL）の維持，健康な人
と変わらない寿命の確保である．そのためには，糖尿

臨床と研究

糖尿病治療
――　最近の進歩　――

羽田勝計　
旭川医科大学/AMC 西梅田クリニック

key words：血糖コントロール目標，高齢者糖尿病，DPP-4 阻害薬，SGLT2 阻害薬

Treatment of diabetes: recent progress
Asahikawa Medical University/AMC Nishi Umeda Clinic
Masakazu Haneda

図 1　糖尿病治療の目標
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （文献 2 より引用）
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病細小血管合併症（網膜症，腎症，神経障害），およ
び動脈硬化性疾患（冠動脈疾患，脳血管障害，末梢動
脈疾患）の発症・進展の阻止が重要である．この目標
を達成するため，糖尿病症例の診療に当たっては，血
糖のみならず，体重・血圧・血清脂質の良好なコント
ロール状態を維持する必要がある2）．透析療法に導入
された症例においても，腎症の発症・進展阻止は除き，
この目標は当てはまると考えられる．

この目標を達成するための血糖コントロール目標と
して，日本糖尿病学会では図 2 の目標値を定め，2013

年 6 月から運用を開始し，現在広く用いられている．
すなわち，合併症予防のための中心的目標値が HbA1c

値 7.0％ 未満であり，血糖正常化を目指すことが可能
な場合は 6.0％ 未満としている．しかし，様々な理由
で治療強化が困難な症例も存在し，その場合は 8.0％
未満も許容しうるとしている2）．ただ，各症例の置か
れた状況は異なっており，治療目標は，年齢，罹病期
間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制の有無
などを考慮して，個別に設定することが重要である．

なお，血液透析患者においては，HbA1c は赤血球
寿命や ESA 製剤投与の影響を受けるため，グリコア
ルブミン（GA）を用いることが多い．ただ，残念な
がら GA を指標とした糖尿病治療のランダム化比較試
験はきわめて少なく，糖尿病全体としては世界的に血
糖値と HbA1c 値を用いていることが事実である．

2　高齢者糖尿病における血糖コントロール目標

現在，我が国では社会の超高齢化に伴い，高齢糖尿
病患者の診療機会が著しく増加している．高齢者糖尿
病では，認知機能低下，ADL 低下，フレイルなどの
老年症候群を合併することが少なくない．また，治療
においては高血糖の適切な是正と共に低血糖の回避が
求められている．実際，私達の調査でも，図 3 に示す
ように，65 歳以上かつ eGFR 60 ml/分未満の症例で，
救急搬送される重症低血糖の症例が増加していること
も事実である3）．DPP-4 阻害薬が発売される前と後を
比較しても，インスリンや SU 薬の使用量は後者で減
じているにもかかわらず，重症低血糖をきたす症例数
は減っておらず，その中心が高齢者へとシフトしてき
ている．

図 2 に示した目標は高齢者にも当てはめることが可
能である．しかし高齢者について，臓器機能低下の程
度，合併疾患・合併症の有無や老年症候群の併発など
の身体的評価に加えて，患者を取り巻く社会的要因等
も含めて詳細に検討し，個別に目標を設定する具体的
基準については明示されておらず，多様な高齢者の状
態に応じてそれぞれ最適な血糖管理目標の策定が求め
られていた．そこで，「高齢者糖尿病の診療向上のた
めの日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会」
が発足し，活発な議論が行われた．合同委員会では

「高齢者糖尿病の診療ガイドライン」策定を目指して

図 2　血糖コントロール目標
　　　　　　　　　　　　　　　　 （文献 2 より引用）

コントロール目標値注4）

注 1） 注 2） 注 3）

目　標 血糖正常化を
目指す際の目標

）%（ c1AbH 6.0 未満 7.0 未満 8.0 未満

合併症予防
のための目標

治療強化が
困難な際の目標

治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に設
定する．

注 1）　適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療法中でも低血糖などの
副作用なく達成可能な場合の目標とする．

注 2）　合併症予防の観点から HbA1c の目標値を 7％ 未満とする．対応する血糖値としては，空
腹時血糖値 130 mg/dL 未満，食後 2 時間血糖値 180 mg/dL 未満をおおよその目安とする．

注 3）　低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする．
注 4）　いずれも成人に対しての目標値であり，また妊娠例は除くものとする．
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図 3　薬剤性重症低血糖症例の搬入時 eGFR と年齢
　　　　　　　　　　　   （文献 3 より引用）

Pre DPP-4 阻害薬 Post DPP-4 阻害薬
（ml/min/1.73 m2）2005.7-2006.10（48 例）（ml/min/1.73 m2）2012.7-2013.10（47 例）

eG
FR

eG
FR

60.0 60.0

30.0 30.0

Age 60 70 80 （years） Age 60 70 80 （years）

インスリン（＋経口血糖降下薬） 経口血糖降下薬（SU薬含む）

図 4　高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c 値）
　　　　　　　　　　（文献 4 より引用）

患者の特徴・
健康状態注1）

カテゴリーⅠ

①認知機能正常
かつ

②ADL自立

①軽度認知障害～軽度
　認知症
または

または

または②手段的ADL低下，
　基本的ADL自立

カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

①中等度以上の認知症

②基本的ADL低下

③多くの併存疾患や
　機能障害

なし
注2）

あり
注3）

7.0％未満 7.0％未満 8.0％未満

65歳以上
75歳未満

75歳以上

7.5％未満
（下限6.5％）

8.0％未満
（下限7.0％）

8.0％未満
（下限7.0％）

8.5％未満
（下限7.5％）

重症低血糖
が危惧され
る薬剤（イン
スリン製剤，
SU薬，グリ
ニド薬など）
の使用

治療目標は，年齢，罹病期間，低血糖の危険性，サポート体制などに加え，高齢者では認知機能や基本的 ADL，手段的
ADL，併存疾患なども考慮して個別に設定する．ただし，加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注意する．

注 1：認知機能や基本的 ADL（着衣，移動，入浴，トイレの使用など），手段的 ADL（IADL：買い物，食事の準備，服薬
管理，金銭管理など）の評価に関しては，日本老年医学会のホームページ を参照する．エンドオブライフの状態では，
著しい高血糖を防止し，それに伴う脱水や急性合併症を予防する治療を優先する．

注 2：高齢者糖尿病においても，合併症予防のための目標は 7.0％ 未満である．ただし，適切な食事療法や運動療法だけで
達成可能な場合，または薬物療法の副作用なく達成可能な場合の目標を 6.0％ 未満，治療の強化が難しい場合の目標を 8.0
％ 未満とする．下限を設けない．カテゴリーⅢに該当する状態で，多剤併用による有害作用が懸念される場合や，重篤
な併存疾患を有し，社会的サポートが乏しい場合などには，8.5％ 未満を目標とすることも許容される．

注 3：糖尿病罹病期間も考慮し，合併症発症・進展阻止が優先される場合には，重症低血糖を予防する対策を講じつつ，個々
の高齢者ごとに個別の目標や下限を設定しても良い．65 歳未満からこれらの薬剤を用いて治療中であり，かつ血糖コン
トロール状態が表の目標や下限を下回る場合には，基本的に現状を維持するが，重症低血糖に十分注意する．グリニド薬
は，種類・使用量・血糖値等を勘案し，重症低血糖が危惧されない薬剤に分類される場合もある．

【重要な注意事項】
糖尿病治療薬の使用に当たっては，日本老年医学会編「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」を参照すること．薬剤使用
時には多剤併用を避け，副作用の出現に十分に注意する．
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いるが，まず「高齢者糖尿病の血糖コントロール目
標」を議論した．最終的に合同委員会で合意が得られ
た基本的な考え方は以下の通りである．

①　血糖コントロール目標は患者の特徴や健康状態，
すなわち年齢，認知機能，身体機能（基本的 ADL

や手段的 ADL），併発疾患，重症低血糖のリスク，
余命などを考慮して個別に設定すること．

②　重症低血糖が危惧される場合は，目標下限値を
設定し，より安全な治療を行うこと．

③　高齢者ではこれらの目標値や目標下限値を参考
にしながらも，患者中心の個別性を重視した治療
を行う観点から，図に示す目標値を下回る設定や
上回る設定を柔軟に行うことを可能としたこと．

その結果，図 4 に示す「高齢者糖尿病の血糖コント
ロール目標（HbA1c 値）」を策定し，両学会学術評議
員の意見を受け修正した後，両学会理事会にて決定さ
れた4）．

3　新しい糖尿病治療薬の登場

現在，我が国で用いられている経口血糖降下薬を図

5 に示す5）．これら 7 種類の薬剤は，その作用機構か
ら，インスリン抵抗性改善系，インスリン分泌促進系，
糖吸収・排泄調節系の 3 系統に大別される．通常，各
症例の病態に応じて選択し，1 種類を少量から用いる
ことが基本である．海外では，ビグアナイド薬（特に
メトホルミン）が第 1 選択薬とされているが，これは

UKPDS の成績，過去からの使用実績，肥満例が多い
こと，費用などに起因している．日本糖尿病学会では
日本人糖尿病症例に対する第 1 選択薬は定めていない
が，実際のレセプト調査では，図 6 に示すように，
DPP-4 阻害薬，ビグアナイド薬，SU 薬の使用頻度が
高いとされている．ただ，専門医と一般医の間には多
少差があり，ビグアナイド薬は専門医の使用率が有意
に高いとの結果であった6）．
「血液透析患者の糖尿病治療ガイド 2012」が発表さ

れた時点では，一部の DPP-4 阻害薬は透析症例には
禁忌とされていたが，その後の検討の結果，現在は慎
重投与となっており，DPP-4 阻害薬は費用を考慮しな
ければ使いやすい薬剤となっている．なお，透析症例
での各種薬剤の使用法に関しては，「血液透析患者の
糖尿病治療ガイド 2012」をご参照頂きたい．
「血液透析患者の糖尿病治療ガイド 2012」発表後に

発売された薬剤は SGLT2 阻害薬である．本薬剤は，
近位尿細管 S1 セグメントに存在する SGLT2 を阻害す
ることにより尿糖排泄を増加させ，その結果，血糖を
低下させる．SGLT2 阻害薬は，血糖値（HbA1c 値）
低下作用に加え，体重減少作用，血圧低下作用，血清
脂質改善作用（主に，中性脂肪と HDL コレステロー
ル）を有している．また，図 7 に示すように，緻密斑

（macula densa）細胞への NaCl の供給を増加させるこ
とにより，糖尿病で障害されていると考えられている
tubuloglomerular feedback（TGF）を改善し，輸入細

図 5　病態にあわせた経口血糖降下薬の選択
　　　　　　　　　　　　　（文献 5 より引用）
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動脈の拡張を是正し，糸球体高血圧を是正しうること
が提唱されている7）．実際，EMPA-REG OUTCOME

試験の再解析でも，GFR 低下の抑制，および腎アウ
トカム発生の抑制効果（図 8）が示されており8），糖
尿病性腎症の治療薬としての可能性も示唆されている．

SGLT2 阻害薬の HbA1c 値低下作用は，図 9 に示す
ように，baseline の GFR と HbA1c 地に依存している9）．
すなわち，GFR が高値で，HbA1c 値が高値である症
例ほど有効性が高くなる．また，本薬剤の作用部位が
近位尿細管であることもあり，GFR 低下例では HbA1c

値低下作用を有さない．一般的に eGFR 45 ml/分以上
の症例が適応となると考えられている．ただし，興味
あることに，GFR が低下している症例においても，
血圧低下作用および体重減少作用はある程度維持され
ていると報告されており10），その機構を含め興味が持
たれている．また，現在，DPP-4 阻害薬・SGLT2 阻
害薬・メトホルミンの 3 剤の内 2 剤の合剤が，発売あ
るいは開発されている．

DPP-4 阻害薬と共にインクレチン関連薬に属する注
射薬として GLP-1 受容体作動薬があげられる．リラ

図 6　血糖降下薬の処方：専門医と一般医の相違
　　　　　　　　　　　　（文献 6 より引用）
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図 7　TGF を介した SGLT2 阻害薬の腎保護効果（仮説）
　　　　　　　　　　 （文献 7 より引用，改変）

A. 正常な生理的状態 B. 糖尿病早期の過剰濾過
（hyperfiltration）

C. SGLT2阻害

TGF機構は正常 TGF機構回復TGF機構の障害
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●　慢性的な高血糖状態では，近位尿細管のSGLT2を介したNA＋とグルコースの
　　再吸収が亢進し，正常なTGF機構を障害する．
●　この阻害により，輸入細動脈が拡張し，腎還流量・糸球体静水圧が増加する．　
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グルチド，エキセナチド，リキシセナチド，デュラグ
ルチドが発売され，週 1 回投与の薬剤も存在する．た
だ，この中で，エキセナチドは透析患者を含む重度腎
機能低下症例には禁忌となっている．

インスリン製剤の進歩も著しく，多種類のインスリ

ン製剤が現在使用可能となっている．インスリン製剤
の一覧表は，日本糖尿病学会のホームページ‡1）に掲載
され，適宜改訂されているので，是非ご参照頂きたい．
また，透析症例でのインスリン製剤の使用方法に関し
ては，「血液透析患者の糖尿病治療ガイド 2012」をご

図 8　SGLT2 阻害薬の効果（EMPA-REG OUTCOME 試験）
SGLT2 阻害薬は，糖尿病症例の腎複合エンドポイントを抑制する．

（文献 8 より引用）
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図 9　SGLT2 阻害薬の HbA1c 値低下作用
Baseline の GFR と HbA1c 値が，SGLT2 阻害薬の有効性を規定する最も重要な因子である．

（文献 9 より引用）
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参照頂ければ幸いである．

4　新規糖尿病治療薬の心血管イベントに対する効果

アメリカで新規に発売される糖尿病治療薬に関して
は，発売後に心血管イベントに対する非劣性試験を行
うことが，FDA から指示されている．

DPP-4 阻害薬に関しては，図 10 に示す試験が行わ
れ，いずれの DPP-4 阻害薬も心血管イベントに関し
てプラセボと比べ，非劣性であることが示されてい
る11～13）．腎症に関しては，SAVOR-TIMI 53 試験でア
ルブミン尿が評価されている．サキサグリプチンがプ
ラセボに比べ，アルブミン尿の悪化（正常アルブミン
尿から微量アルブミン尿，微量アルブミン尿から顕性
アルブミン尿）を有意に抑制し，アルブミン尿の改善

（顕性アルブミン尿から微量アルブミン尿，微量アル

ブミン尿から正常アルブミン尿）を有意に促している
ことが示されている11）．

GLP-1 受容体作動薬に関しては，リラグルチドがプ
ラセボに対して，心血管イベントに関し非劣性である
ことが示されると同時に，心血管イベントを有意に抑
制することが報告された（LEADER，図 11）14）．また，
腎症に関しても，リラグルチドが複合腎イベントの発
生を有意に抑制することが示されている．ただし，こ
こで用いられたリラグルチドの投与量は日本の許容量
の倍量であることには注意しなければならない．

SGLT2 阻害薬に関しても，エンパグリフロジンが
プラセボに対して，心血管イベントに関し非劣性であ
ることが示されると同時に，心血管イベントを有意に
抑制することが報告された（EMPA-REG OUTCOME，
図 12）15）．特に，心不全抑制効果が大きいことが注目

図 10　DPP-4 阻害薬を用いた心血管エンドポイントに対する非劣性試験
　　　　　　（EXAMINE，SAVOR-TIMI 53，および TECOS）
　　　　　　　（文献 11～13 より引用）
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図 11　リラグルチドの心血管エンドポイントに対する効果（LEADER）
　　　　　　　  （文献 14 より引用）
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されている．腎イベントに対する効果は前述の通りで
ある．

おわりに

現在の，糖尿病治療目標，血糖コントロール目標お
よび糖尿病治療薬に関する最近の進歩を記載した．日
常診療の参考となれば幸いである．
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図 12　エンパグリフロジンの心血管エンドポイントに対する効果（EMPA-REG OUTCOME 試験）
　　　　　（文献 15 より引用）
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要　旨

糖尿病治療は進歩し，透析患者における血糖コント
ロールも大きく様変わりしてきた．同時に，現在は，
血糖値を下げるのみではなく，‘質’ の良い血糖コントロ
ールも求められる時代になった．糖尿病透析患者では
腎機能低下や血液透析の影響のため，血糖変動幅の大
きな日内変動をとる可能性が高く，血管障害や認知機
能低下が懸念される．超高齢化社会を迎えつつある今，
糖尿病透析患者の血糖コントロールにおける DPP-4 阻
害薬の役割に着目したい．

はじめに

日本透析医学会統計調査委員会の報告によれば，わ
が国における透析患者数は 2014 年末には 32 万人を超
えたが，近年，その増加は鈍化傾向である．しかし，
糖尿病腎症に限ってみれば，1998 年に新規透析導入
の第 1 位になって以降，導入患者の主要原疾患の割合
として増加し続け，2014 年末には 38.1％ を占め，依然，
直線的に上昇する傾向を示している1）．導入患者の原
疾患としてはここ数年横ばいで推移しているものの，
当面，血糖管理を考慮すべき透析患者数はかなりの数
に上ると推測される．最近は，糖尿病の新規治療薬も
増え，単純に血糖値を低下させるだけでなく，‘質’ の
良い血糖コントロールが求められている．

本稿では，まず腎不全・透析患者における血糖変動

の特徴ついて述べたい．さらに血糖変動幅の増大は血
管障害・動脈硬化につながり，また，認知機能低下・
認知症にも影響するため，超高齢化社会を迎えるなか，
血糖変動幅を考慮しながら，いかに血糖コントロール
すべきかについて，血液透析患者を中心に考えてみた
い．

1　糖尿病透析患者における血糖日内変動の特殊性

透析患者における最も顕著な特徴は言うまでもなく，
腎機能の著明な低下・廃絶である．腎は臓器として全
身の糖・インスリン代謝に関わるとともに，多くの薬
剤の代謝・排泄に関わっている．さらに，透析療法自
体が，血糖変動に大きく影響する．すなわち糖尿病透
析患者の血糖を適切にコントロールすることは，腎障
害をもたない糖尿病患者と比較し，きわめて困難であ
ることが推測される．

2　糖代謝・インスリンクリアランスと 

　腎機能低下の影響

従来，通説として，腎は糖代謝に大きな寄与はして
いないと考えられていた．その理由としては，腎動静
脈間でグルコース濃度にほとんど差がないことが根拠
となっていた．しかし，アイソトープ標識したグルコ
ースを使用することにより，腎は腎動脈から流入した
グルコースを取り込むとともに，腎静脈に腎からグル
コースを放出していることが確認された．現在では，

臨床と研究
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解糖系の発達した腎髄質でグルコースが消費される一
方，腎皮質では糖新生によりグルコースを全身に供給
していることが確認されている．空腹時には肝・腎が
血糖値維持のため重要な役割を果たすが，肝がグリコ
ーゲン分解と糖新生により全身に糖放出する作用を有
するのに対し，腎はグリコーゲン貯蔵・分解作用がほ
とんどない．肝，腎の空腹時の血糖値維持の寄与率は
それぞれ，75～80％，20～25％ とされている2）．

血糖値の変化に応じて膵 b細胞からインスリンが
分泌されるが，分泌されたインスリンのクリアランス

（分解）に関わっている最も主要な臓器は肝であり，
ついで腎である．門脈に入ったインスリンの 40～50％
が肝，体循環に入ったインスリンの 30～80％ は腎で
クリアランスを受ける．腎の寄与率は報告によりバラ
ツキが大きいが，肝につぐインスリン・クリアランス
の主要臓器であることは一定のコンセンサスが得られ
ている2）．

上述のように，腎は糖新生，インスリンクリアラン
スに大きな役割を果たしているため，腎機能障害によ
り糖新生が低下，インスリンクリアランスが低下し，
低血糖が生じやすくなる．また，糖尿病患者では食後
の血糖上昇時に尿糖排泄が増加するが，腎不全，特に
透析患者では乏尿・無尿のため，尿糖排泄による代償
機構が作用せず，食後血糖上昇がより顕著になる．す
なわち，空腹時血糖値は低下し，食後血糖値は上昇す

るという血糖変動幅の大きい血糖日内変動をとること
が推測される（図 1）．

3　血液透析による血糖への影響

わが国で市販されている透析液のグルコース濃度は，
0, 100, 125, 150 mg/dL の 4 種類だが，100 mg/dL が使
用されているケースが多い．食後に医療機関を受診し
血液透析（hemodialysis;  HD）を受けている症例が多
いと思われるため，血糖値が上昇した状態で HD 開始
となる．血糖高値であれば，血中のグルコースは透析
膜を介して透析液に拡散するため，HD 中に血糖値が
低下する．実際，後述する持続血糖モニター（continu-

ous glucose monitoring;  CGM）を用いて，血糖値を
連続的に記録したところ，HD 中に血糖値が著明に低
下することが確認された3）．血糖値の急激な低下は，
自律神経障害などがなければ，拮抗調節ホルモン

（counter-regulatory hormone：グルカゴン，成長ホル
モン，副腎皮質刺激ホルモンなど）の分泌刺激となり，
HD 後の血糖値上昇につながる4）．一方，血中のイン
スリンも HD の影響を受ける．インスリン治療中の患
者では，血中インスリン濃度は HD 中に低下し，HD

前の血中インスリン濃度が高値例ほど，その低下が著
明になる．インスリンはグルコースと異なり難透析性
であり，低下は透析膜により異なることが報告されて
おり，機序として，インスリンのダイアライザへの吸

図 1　腎機能低下に伴う血糖日内変動への影響
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着が推測されている4）（図 2）．
最近，「透析液処方の実態」に関するアンケート調

査の結果が報告されている．その中で，今後望まれる
透析液組成としてグルコース（ブドウ糖）濃度につい
ての結果は，150 以上 200 mg/dL 未満が 20.4％，125

以上 150 mg/dL 未満が 42.5％，100 以上 125 mg/dL 未
満が 30.0％ であった5）．現在の市販透析液の組成と大
きくかけ離れたものではないとされているが，グルコ
ース濃度としてはやや高濃度のものが望まれる傾向が
みてとれ，興味深い結果である．

4　血糖変動幅とその評価

従来より，主にインスリン製剤，投与法の調整のた
め，血 糖 自 己 測 定（self-monitoring of blood glucose;  

SMBG）が毎食前・毎食後の 6 時点，あるいは就寝前
を含めて 7 時点で施行，血糖日内変動が評価されてき
た．最近，CGM が臨床の現場でも使用可能となり，
夜間を含めて 24 時間，1 日当たり 288 点の血糖値（正
確には近似値）が測定可能となった．CGM により，
これまで評価困難であったポイントでの血糖値の測定
が可能となり，血糖変動幅について注目されることが
多くなった．

血糖コントロールの指標である HbA1c あるいはグ
リコアルブミン（GA）は，血糖の平均値を反映してい

るため，血糖変動の差まで捉えることはできない（図
1）．例えば HbA1c あるいは GA が同じ症例でも，低血
糖と食後高血糖を繰り返しながらの症例（血糖変動幅
が大きい）と，血糖変動が狭い範囲に納まっている症
例では，臓器保護という観点から等価であるとは言え
ない．すなわち血糖コントロールの ‘質’ が異なると考
えられる．CGM の普及に伴い，血糖変動幅の指標と
して mean amplitude of glycemic excursions（MAGE）
が使用される機会が増えた．MAGE は 1 標準偏差

（standard deviation;  SD）を超える血糖変動幅の平均
と定義され6），MAGE が高値であれば，血糖変動幅が
大きいことを意味する．その臨床的意義については後
述する．

5　血糖変動幅と血管障害・動脈硬化

近年，血糖変動幅の増大と動脈硬化進展の関連が注
目されている．透析症例に限った検討は今後の課題で
あるが，以下，その関連性を示唆する報告を紹介する．

動脈硬化に対してどの血糖パラメーターが影響する
かを検討するため，2 型糖尿病発症のリスクが高い群
を対象に，75 g 経口ブドウ糖負荷試験（75 g OGTT）
と頚動脈の内膜中膜複合体厚（intima-media thickness;  

IMT）を測定した研究では，IMT の肥厚に影響するの
は空腹時血糖値や HbA1c ではなく，負荷後 2 時間の

図 2　血液透析による血糖値への影響
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血糖値が高いこと，負荷前と負荷後の血糖値の差を示
すグルコーススパイクが大きいことが有意な因子であ
った7）．また，冠動脈疾患疑いのため冠動脈造影を受
けた症例を対象として，冠動脈疾患の重症度に寄与す
る因子を検討したところ，やはり HbA1c ではなく，
75 g OGTT で評価した負荷後 2 時間の血糖値が有意
に関連していた8）．これらの結果は平均血糖値ではな
く，血糖変動幅増大による血管障害の可能性を示唆す
るものである．

健常者，2 型糖尿病患者を対象に，正常インスリン
高血糖クランプ法を用いて，持続的な高血糖状況と周
期的に正常血糖/高血糖を繰り返す状況で内皮機能を
評価したところ，やはり周期的に血糖変動を繰り返す
条件下で内皮機能が障害されることが示された9）．そ
の機序として，培養内皮細胞を使用した実験において，
高グルコース濃度で培養した群に比較し，正常グルコ
ース濃度/高グルコース濃度で周期的に培養した群の
ほうが，reactive oxygen species（ROS）産生が亢進し，
アポトーシスが誘導されることが観察されており，血
糖変動による酸化ストレス増大が主因とされている10）．

上述した MAGE で血糖変動幅を評価した検討でも，
MAGE と尿中酸化ストレスマーカー（8-iso PGF2a）
排泄に有意な正の相関関係が認められ11），血糖変動幅
の大きい症例では全身の血管がより強い酸化ストレス
にさらされている可能性がある．最近では，MAGE

とハードエンドポイントである心血管イベントとの関
連が報告されている．対象は急性心筋梗塞で入院とな
った 222 名の患者で，CGM で血糖変動を評価し，そ
の後 1 年間のフォローを行い，心血管イベントの発症
につき検討を行っている．その結果，入院時の血糖値
や HbA1c ではなく，MAGE 高値群が，有意に心血管
イベント発症が高率であったと報告している12）．対象
は糖尿病に限定されておらず，また，腎不全・透析症
例ではないが，MAGE の臨床的意義を考えるうえで
参考になる報告である．

6　血糖変動幅と認知機能低下・認知症

近年，わが国では高齢化が大きな問題となっている．
特に認知症対策は医療のみでなく社会的な逼迫した課
題となっている．以前より糖尿病と認知症には関連が
あるという報告が多いが，最近では，高血糖というよ
りもむしろ低血糖，血糖変動幅との関係が指摘されて

いる．
平均年齢 65 歳の 16,667 名の 2 型糖尿病患者を対象

に，観察期間に入る前の重症低血糖の頻度を確認し，
その後 4 年間観察したところ，以前の重症低血糖の回
数が多いほど，認知症の発症率が高いことが報告され
ている13）．また平均 74 歳の 783 名の認知症を有さな
い高齢糖尿病患者を 12 年間，前向きに検討した研究
においても，低血糖は認知症リスクであったが，逆に
認知症があれば有意に低血糖の発症が高いという，低
血糖と認知症の双方性の関係も認められている14）．

低血糖に加えて，わが国の久山町研究では，1,017

名に 75 g OGTT を施行し，その後 15 年間観察し，認
知症発症を検討したところ，負荷前血糖高値ではなく，
糖負荷後 2 時間の血糖高値が有意な予測因子であった
ことから15），血糖変動幅と認知機能の関連が示唆され
ている．また，平均年齢 78 歳の 121 名の 2 型糖尿病
を対象として，血糖変動幅として MAGE を用いた研
究でも，やはり MAGE が大きいほど，認知機能が低
下していることが報告されている16）．

7　血糖変動幅を縮小する血糖コントロール

透析患者では低血糖をきたしやすく，また血糖変動
幅が増大しやすいため，動脈硬化進展や認知機能低下
を防ぐためには，低血糖をきたさず，かつ血糖変動幅
を縮小させる血糖コントロールが望まれる．食事療法
を中心に血糖コントロールを試みるが，透析患者では
合併症の進展により，運動療法が困難なケースも多く，
薬物療法に頼らざるをえない場合も多い．薬物療法は
経口薬療法と注射薬療法に分けられるが，詳細は他書
に譲り，本稿では，低血糖をきたしにくく，かつ血糖
変動幅を縮小させる薬物療法として，インクレチン関
連薬である dipeptidyl peptidase-4（DPP-4）阻害薬に
焦点を当てたい．

インクレチンである GLP-1 は，血糖依存性の膵 b
細胞のインスリン分泌促進作用や膵 a細胞のグルカ
ゴン分泌抑制作用を有する消化管ホルモンであるが，
血中をはじめ様々な臓器に分布する酵素 DPP-4 によ
り分解を受け，血中半減期は 2～3 分である．そこで
DPP-4 を阻害し，内因性の血中 GLP-1 濃度を上昇さ
せることにより，血糖値を改善させる DPP-4 阻害薬
が開発された．

従来，経口血糖降下薬の大半が，腎不全・透析症例
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には禁忌・慎重投与であったが，DPP-4 阻害薬の登場
により経口血糖降下薬による治療が可能となった17）．
実際，2013 年末の日本透析医学会統計調査委員会の
報告では，DPP-4 阻害薬はすでに 27.6％ の透析症例
で使用されており18），今後も比率が上昇することが予
測される．その作用機序より，DPP-4 阻害薬単剤では
低血糖をきたしにくいが，代謝・排泄経路から，添付
文書上，慎重投与，あるいは減量等が必要な薬剤が多
いが，テネリグリプチンとリナグリプチンは透析患者
でも常用量が使用可能である．ただし，上述のごとく
HD 症例の血糖変動は予測困難であり，HbA1c，ある
いは GA でも推測できない血糖変動や低血糖が生じて
いる可能性はある．

そこで，我々はテネリグリプチンを 2 型糖尿病透析
患者 10 名に投与し，血糖値に対する影響を CGM で評
価し検討を行った．4 週間のテネリグリプチン投与に
より，血糖曲線下面積（area under the curve;  AUC）
で評価した血糖値は有意に改善し，透析中，透析後，
夜間を含め，記録された最低血糖値は 67 mg/dL であ
り，重症低血糖は認められなかった3）．また投与後の
血糖値の標準偏差も低下し，血糖変動幅の縮小も認め
られた3）．

さらに，我々は 2 型糖尿病透析患者を対象とし，主
要評価項目をベースラインから 3 ヵ月後の HbA1c の
変化量とし，aグルコシダーゼ阻害薬であるボグリボ
ース 0.6 mg/日（38 名）単独療法群と，リナグリプチ
ン 5 mg/日（40 名）単独療法群を比較する無作為割付
の介入試験を行った．その結果，ボグリボース群の
HbA1c 変化量が－0.2％ に対し，リナグリプチンで－
0.6％ と有意な改善効果を認めた（P＝0.022）19）．また
両群で明らかな低血糖は認められず，随時血糖の最低
血糖値は 84 mg/dL であった19）．以上の結果より，テ
ネリグリプチン，リナグリプチンともに，2 型糖尿病
透析患者の血糖コントロールに有効であり，かつ単剤
では低血糖をきたしにくく，血糖変動幅の小さい，‘質’

の良い血糖コントロールを達成できることが示唆され
た．

さいごに

糖尿病透析患者は低血糖をきたしやすく，かつ血糖
変動幅が増大する可能性が高いことを述べた．血糖変
動幅の増大は，血管障害，動脈硬化促進につながり，

また，認知機能低下・認知症発症にも影響する可能性
がある．このような状況下，DPP-4 阻害薬は低血糖を
生じにくく，血糖変動幅を縮小させながら血糖値を改
善させるため，今後が期待される．ただし，いくつか
の留意点がある．低血糖・血糖変動幅と血管障害，認
知機能の関連は，糖尿病透析患者に限った結果ではな
いこと，DPP-4 阻害薬への期待は大きいものの，まだ
長期の安全性が確立しているわけではなく，また糖尿
病患者における予後改善効果も明確ではない．今後，
透析患者における血糖変動幅の重要性，DPP-4 阻害薬
の長期の有効性・安全性，予後改善を示すデータが待
たれる．
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要　旨

夜間長時間透析は，透析量を増やすことにより合併
症を減らし，生活の質を向上させる有用な透析方法で
あるが，本邦では適する透析液の検討はあまりされて
いなかった．現在，市販の透析液は通常の週 3 回，1

回 4 時間透析用組成であり，長時間頻回透析を行うと，
カリウム，カルシウム，リンなどが過剰に除去され，
低カリウム血症や，低カルシウム，低リン血症とそれ
に伴う骨量減少などの合併症をきたす可能性がある．
今回，我々は夜間長時間透析に適する透析液について
検討を行い，その結果，長時間頻回透析用透析液へは
リン添加が必要であったが，それ以外の物質は市販の
透析液濃度で対応できることが示唆された．しかし，
今後長期観察により，その他の問題点が明らかになり，
対処が必要とされるかもしれない．

はじめに

現在，施設透析の標準とされている週 3 回，1 回 4

時間の血液透析では，多くの透析患者において透析量
不足である．透析量不足は様々な合併症を招き，生命
予後を悪化させ，生活の質も低下させる．透析量不足
解消のためには，時間当たりの透析効率を上げること
も有効だが，最も確実なのは長時間透析や頻回透析を
行うことである．昼間に長時間透析を行うことが困難
な患者のために，夜間睡眠中の長時間透析を行う施設
も現れている．また在宅血液透析で長時間透析や頻回

透析をしている患者も増えている．
長時間透析は尿毒症物質を多く除去できるが，必要

物質も過剰除去する可能性がある．本邦の市販透析液
は，施設透析患者用の組成になっている．この透析液
を連日透析に使用するとカリウム，カルシウム，リン
などが過剰に除去され，低カリウム血症や，低カルシ
ウム，低リン血症とそれに伴う骨量減少などの合併症
をきたす可能性がある1～4）．しかし本邦では，市販の
透析液使用でも問題の起こらない，透析時間，頻度に
ついて検討はされていなかった．また最も透析量が多
くなる，夜間長時間透析に適した透析液組成について
も明確ではなかった．

ところで当院では，透析量を増やすために様々な治
療時間，頻度で在宅血液透析を行っている．在宅血液
透析では，患者の状態に合わせて透析液のカルシウム
濃度を随時変更している．また夜間長時間頻回透析で
は，低リン血症とそれに伴う骨痛をきたしたことがあ
り，その対策として透析液にリンを添加している．

本稿では，在宅血液透析患者における透析液選択と
血液検査値を報告し，夜間長時間透析に適する透析液
について考察する．

1　対象と方法

在宅血液透析患者 49 人（男性 34 人，女性 15 人，
平均年齢 54 歳）を対象とした．1 回当たりの透析時
間が 3 時間以上 4 時間未満を短時間群，4 時間以上 6

時間未満を中時間群，6 時間以上を長時間群とした．

臨床と研究

夜間長時間透析に適する透析液

喜田智幸　
坂井瑠実クリニック

key words：夜間長時間透析，在宅血液透析，透析液，カルシウム，リン
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週当たりの透析回数が 3 回以上 5 回未満を隔日群，5

回以上を頻回群とした．長時間群は全員夜間睡眠中に
透析を行っていた．透析時間と頻度を基に，短時間頻
回群，中時間隔日群，中時間頻回群，長時間隔日群，
長時間頻回群の 5 群に患者を分け，使用している透析
液のカルシウム濃度と，透析液へのリン添加の有無の
調査，および血液検査を行った．

透析液は，キンダリー®AF2 号（扶桑薬品工業（株），
大阪），キンダリー®AF3 号（扶桑薬品工業（株），大
阪），キンダリー®AF4 号（扶桑薬品工業（株），大阪），
カーボスター L®（陽進堂（株），富山）の 6L を用いた．
カルシウム濃度は，キンダリー®AF3 号が 2.5 mEq/L，
キンダリー®AF4 号が 2.75 mEq/L，キンダリー®AF2

号とカーボスター L® が 3.0 mEq/L である．透析液に
リンが必要な時は，医薬品添加物規格薬品の無水リン
酸二水素ナトリウム（NaH2PO4）（和光純薬工業（株），
大阪）12 g を透析液 B 原液に添加混和した．この場
合，最終透析液リン濃度は 1.5 mg/dL になる1）．

血液検査項目は，クレアチニン，血中尿素窒素
（blood urea nitrogen;  BUN），尿酸，b2 マイクログロ
ブリン（b2-microglobulin;  b2-Mg），カルシウム，リン，
インタクト副甲状腺ホルモン（intact parathyroid hor-

mone;  i-PTH），アルカリホスファターゼ（alkaline 

phosphatase;  ALP）とした．クレアチニン，BUN，尿
酸，b2-Mg は尿毒素の評価のため測定した．カルシウ
ム，リン，i-PTH，ALP の測定は骨電解質異常の評価
のために行った．採血は，i-PTH 以外の項目は，前回

透析 2 日後の透析前（前回透析後から 40 時間前後）
に施行した．i-PTH は採血後の処置が必要なので，外
来受診時に採血した．

2　結　果

表 1 に，それぞれの透析方法におけるカルシウム濃
度別透析液選択を示す．短時間頻回群では，カルシウ
ム濃度 2.75 mEq/L の液が 3.0 mEq/L の液より多く使
われていたが，その他の群では 2.75 mEq/L の液と 3.0 

mEq/L の液がほぼ同数に使用されていた．全般に 2.5 

mEq/L の透析液はほとんど使用されていなかった．
リンは長時間頻回群において，66.7％（8 人）に透析
液濃度 1.5 mEq/L になるように添加されていたが，他
の群ではリン添加は行われなかった．

表 2 は，尿毒素の血液検査値である．測定したすべ
ての尿毒素は，透析時間が長くなるほど低値であった．
また週当たりの透析時間がほぼ同じ場合は，透析回数
が多いほど低値を示した．このことから，長時間透析
が尿毒素除去に有効であり，週当たりの透析時間が同
じ場合は，透析回数の多いほうにおいて効率的に尿毒
素を除去できることが示唆された．

表 3 は，電解質代謝に関連する血液検査値である．
カルシウムは短時間頻回群において 9.4 mg/dL と，他
の透析群よりカルシウム濃度の低い透析液を多くの患
者に使われているにもかかわらず，高値であった．

リンは，週当たりの透析時間が 20 時間前後と同じ
である短時間頻回群と中時間隔日群で，ほぼ同じ値で

表 1　それぞれの透析方法におけるカルシウム濃度別透析液選択
（％）　

2.5 mEq/L 2.75 mEq/L 3.0 mEq/L

短時間頻回（n＝15） 0（n＝0） 66.7（n＝10） 33.3（n＝5）
中時間隔日（n＝6） 0（n＝0） 50.0（n＝3） 50.0（n＝3）
中時間頻回（n＝11） 9.1（n＝1） 45.5（n＝5） 45.5（n＝5）
長時間隔日（n＝5） 0（n＝0） 40.0（n＝2） 60.0（n＝3）
長時間頻回（n＝12） 0（n＝0） 50.0（n＝6） 50.0（n＝6）

表 2　尿毒素の血液検査値

Cr（mg/dL） BUN（mg/dL） UA（mg/dL） b2-Mg（mg/L）

短時間頻回 7.4±1.3 38±13 5.3±1.4 19.5±4.0
中時間隔日 9.1±1.8 50±15 7.1±2.1 23.8±5.8
中時間頻回 6.6±1.5 36±15 5.2±1.3 21.3±4.7
長時間隔日 8.2±2.2 44±18 6.3±1.6 21.0±2.8
長時間頻回 5.9±2.0 29±15 4.5±1.7 18.5±4.8

数値は平均値±標準偏差．



日本透析医会雑誌　Vol. 31　No. 3　2016610

あった．中時間頻回群と長時間隔日群では，長時間隔
日群が低値となった．このことは，リン除去は，透析
頻度より週当たりの透析時間が強く関連することを示
唆している．長時間頻回群のリンは，透析液にリンを
添加している患者が多いため，長時間隔日群とほぼ同
じ値であった．また透析後のリン値は，どの透析条件
でも 2.5 mg/dL 前後であった．i-PTH は中時間頻回群
が最も高値で，その次に短時間頻回群が高値であった．
隔日群の i-PTH は低値であった．ALP は中時間頻回
群と長時間頻回群で高値であった．

3　考　察

夜間長時間頻回透析では，透析液へのリン添加を必
要とすることが多かった．カルシウムは，市販の透析
液使用で問題なかったが，透析液カルシウム濃度は
2.75 mEq/L から 3.0 mEq/L が必要であった．頻回で
ない夜間長時間透析は，市販の透析液使用で問題はな
かった．

リンは，クレアチニンや尿素などの一般的な溶質と
は透析における除去のされ方が異なる5）．クレアチニ
ンや尿素は，透析治療時間が長くなるにつれ血中濃度
が下がり，時間当たりの除去量は低下する．これらの
物質の除去効率を高め，透析前血中濃度を低くするに
は，週当たりの透析時間が同じであるならば，頻回透
析が有利である．我々の血中尿毒素測定も頻回透析の
有用性を示している．しかしリンは，透析治療時間が
長くなり除去が続いても，細胞内や骨から供給される
ため，血中濃度は一定値より下がりにくい．

今回の検討でも，透析時間や頻度が異なっていても，
透析後の血中リン濃度はほぼ同じであり，週当たりの
透析時間が長くなるほど，透析前の血中リン濃度は低
下していた．最も多くリンが除去される長時間頻回透

析では，低リン血症の回避のために透析液にリン添加
が必要になる患者がいた．一般的な溶質除去の指標と
しては，週当たりの透析時間より透析頻度を加味した
hemodialysis product（HDP）が適するが6），リンに関
しては，週当たりの透析時間のほうが強く関連するこ
とが示唆された．

リンの過剰除去は骨代謝にも影響を与える．長時間
頻回群の i-PTH は，短時間頻回群と大差が無かったが，
ALP は短時間頻回透析群より高値であった．PTH 以
外に，リンの過除去などが骨代謝亢進に関与している
可能性がある．我々の検討では，週当たりの透析時間
が 30 時間を超えると，透析液にリン添加が必要な患
者が多くなった．過去には，患者に透析液へのリン添
加前に，リンを多く含む食事を摂取するように指導し，
経口リン剤も投与したが，低リン血症とそれに随伴す
る骨痛などの症状改善は困難であった．これらの患者
の透析液にリンを添加すると，低リン血症，骨痛など
は改善した．

長時間透析でリン，カルシウム，カリウムの過除去
と，過剰なアルカリ化を危惧する報告もあるが1～4），
今回の検討では，リン以外は明らかな不具合はなかっ
た．我々は，血中カルシウム値の低下にはカルシウム
濃度が高い透析液選択と，活性型ビタミン D 投与の
増量で対処した．カリウムは検査値を示さなかったが，
低カリウム血症の発症はなかった．ただし今回の検討
では，比較的若い患者が多いので，高齢患者など食事
量が少ない場合には，透析液カリウム濃度を上げたほ
うがよいのかもしれない．アルカリ化に関しては，在
宅血液透析では透析前後の血液ガス測定が困難なため，
行わなかった．現在，長時間頻回透析によるカルシウ
ム，カリウムの過剰除去，過アルカリ化などによる合
併症は顕在化していないが，長期観察によりその他の

表 3　骨電解質代謝に関連する血液検査値

カルシウム（mg/dL） リン（mg/dL） i-PTH（pg/mL） ALP（U/L）

短時間頻回 9.4±0.4 5.4±1.1 167±167 190±74（9.6±0.6） （2.5±0.7）

中時間隔日 9.1±0.2 5.5±1.6 94±68 169±53（9.6±0.2） （2.4±0.6）

中時間頻回 9.0±0.5 4.7±1.3 244±172 278±101（9.4±1.0） （2.4±0.4）

長時間隔日 8.9±9.9 3.8±1.4 80±70 240±49（9.9±0.2） （2.4±0.4）

長時間頻回 9.0±0.7 4.0±0.8 143±114 281±99（9.6±0.5） （2.6±0.5）

下段の括弧内は透析後の検査値．数値は平均値±標準偏差．
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問題点が明らかになり，対処が必要とされるかもしれ
ない．

結　語

夜間長時間頻回透析では，透析液へのリン添加を必
要とすることが多かった．市販の透析液にリンは含ま
れていないので，長時間頻回透析用のリン含有透析液
が必要であることが示唆された．カルシウムは市販の
透析液で問題なかったが，透析液カルシウム濃度は
2.75 mEq/L から 3.0 mEq/L が必要であった．頻回で
ない夜間長時間透析は，市販の透析液使用で問題なか
った．
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要　旨

胸部レントゲン撮影は，透析患者の管理に有益な心
胸比（CTR）を計測し，適正なドライウエイトを決定
していく際に非常に重要な検査である．通常は立位で
背部から前胸部に向け放射線を射入し撮影（posterior 

anterior view，PA 撮影）を行うが，要介護状態など，
自力での安定した立位が困難な患者では別方法で撮影
を行うことになる．例えば，スタッフ数人で患者の立
位姿勢を保持したり，受像カセッテを車いす等に座る
患者背面に設置し，CTR 計測に不適当な逆（AP）方
向での撮影等が慣用的に行われてきた．立位困難な透
析患者は増加しているが，市販の背もたれ可倒式車い
すを利用する等の工夫により，マンパワーや予算に乏
しい診療所においても正確かつ安全で効率的に，患者
やスタッフにストレスフリーな順（PA）方向での胸
部レントゲン撮影が可能である（SAFE　―　PA 撮影法：
The Safe Alternative For Everyone　―　PA Method）．

緒　言

我が国の慢性透析患者数は増加を続け，新規導入患
者の高齢化や長期透析患者の増加などで，立位が安定
しない要介護状態の透析患者の増加が著しい1）．介護
タクシーや透析医療機関のリフト装置付き車両などに
よる送迎サービスを利用して通院する透析患者は，病
院のみならず診療所においても少なくないことを我々

は示してきた2, 3）．高度な認知症患者では，立位可能で
も安静ができない場合も少なくない．

慢性維持透析患者の管理に，毎月の CTR 計測はド
ライウエイトの設定や除水量調整のために重要な検査
項目であるが，本来行うべき PA 撮影が立位困難患者
においては難しい場合が多く，やむをえず他の方法，
例えば座位にて逆方向の AP 撮影などが行われてきた．
医療機器や人員に予算を割き難い小規模医療機関にお
いても，胸部レントゲン撮影が通常方法で困難な患者
への対応に困っており，当院でも他の医療機関の方法
を参考に撮影を行ってきたが，安全性と効率化の両立
は容易ではなかった．しかし，撮影装置の選択と市販
の車いすの組み合わせにより，比較的容易かつ安価に
座位のまま立位と同等の PA 撮影が可能となり，安全
性と効率化の両立が可能となったので紹介する．

1　対　象

この新しい撮影法を応用している主な対象は，車い
す利用が必要な立位不安定の外来透析患者および一般
外来患者であるが，立位可能でも高度な認知症があり
理解力不足から撮影中の充分な静止が出来ない患者も
対象としている．この新しい方法で撮影する患者は当
院では総透析患者数の約 10％ である．なお，当院に
は寝たきりや車いすでも自力座位が不可能な透析患者
はいない．

臨床と研究

立位困難な要介護透析患者における
新しい胸部レントゲン撮影法

――　SAFE　―　PA 撮影法：The Safe Alternative For Everyone　―　PA Method　――

村石昭彦　
村石循環器科・内科

key words：透析，要介護患者，胸部レントゲン撮影，心胸比

A novel chest radiography technique in patients with difficulty standing : The Safe Alternative for Everyone-Posterior-Anterior View（SAFE-
PA）Method
Muraishi Heart Clinic
Akihiko Muraishi
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2　方　法

2-1　新採用の撮影方法

背もたれ可倒式車いす（マツナガ社製，NEXT 

CORE シリーズ）および撮影方法に関する写真を図 1

に示す．車いすの座面高は 40 cm，両肘掛の間隔は
40 cm で，背もたれはロック解除にてバックサポート
高 44 cm の上半分を完全に後方に折り倒すことが可能
で，腰を支える下半分の固定部分の上縁は座面から約
24 cm の高さである．高齢女性など低身長の患者でも
肋骨横隔膜角（CPA）を隠さないレベルで，肺全体が
車いすに影響されず撮影可能である．

使用する受像カセッテはフジフィルム社製 CR 用で
重量 1.7 kg，サイズは縦横 38 cm である．これは車い
すの肘掛（アームサポート高 23.5 cm）の間隔に 2 cm

の余裕で納まるが，顎と大腿部で受像カセッテを上下
から挟み左右上肢で抱え込めば，必要充分な水平およ
び垂直安定性を，患者自身の簡単な保持動作にて得る
ことが可能である．

患者には可能な限り背筋を伸ばしつつ座位を保持し
てもらう．受像カセッテは顎部分と大腿部で挟むよう
に垂直固定するが，座高によっては大腿に底上げ用バ
スタオルを敷くなどして顎を基準に調整する．認知症
や筋力低下などで座位自体が傾きやすい患者では，時
に防護服を着用したスタッフが周囲より患者の姿勢や
受像カセッテを軽く支える必要があるかもしれない．

2-2　従来の撮影方法

数多くの医療機関に撮影方法に関するアンケートを
いただいたが，これまでは我々を含め立位困難な患者

図 1　使用する車いす及びレントゲン撮影装置など

a　背もたれ可倒式車いす（通常使用時） b　撮影時の背もたれ状況及び撮影方向

c　撮影距離における PA 照射イメージ d　受像カセッテ保持状況及び位置決め
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では，PA 方向での胸部レントゲン撮影に適切な方法
を見いだせていない施設ばかりであった．

現状は，例えば，可能な限り PA 方向での撮影にこ
だわり，防護服を着用した数名のスタッフで数方向か
ら患者を支え起すように立位にさせ撮影する場合．例
えば，背もたれ角度が変えられるストレッチャー等に
て座位をさせて，ポータブル撮影装置で近距離での
AP 撮影を行う場合．例えば，通常型車いすに座り受
像カセッテを患者背面において少し斜め上から角度を
合わせ AP 撮影する場合．例えば，立位や座位での撮
影もせず基本的に仰臥位にて撮影距離の短い AP 撮影
をする場合，など医療機関ごとに工夫がみられたが，
座位で PA 撮影を行う医療機関は得られたアンケート
の中ではなかった．リスクを考慮してか，なかには立

位保持ができない透析患者を受け入れない方針の小規
模透析医療機関もあった．上記はもちろん透析医療機
関に限った例ではない．

3　結　果

3-1　症例提示

新採用の撮影方法（座位 PA 撮影）と従来行ってい
た方法（スタッフ数名で支え起した立位 PA 撮影）を
比較した．座位 AP 撮影は CTR などの条件が大きく
異なり優劣は明らかなので症例提示は行わない．

1 例目は 65 歳男性．脊椎損傷に対する術後の患者
（図 2-a, b）．洞調律で心不全はないが，患者自身での
立位保持は困難．軽量で比較的支えやすい患者であっ
たが，支え立位では姿勢が歪み CPA まで納めること

図 2　脊椎損傷患者

a　車いす利用 PA 撮影 b　数名での支え立位 PA 撮影

図 3　脳梗塞患者

a　車いす利用 PA 撮影 b　数名での支え立位 PA 撮影
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ができず，患者の身体的負担も大きかった．新しい車
いす利用の座位 PA 撮影では，身体的苦痛を与えずに
PA 撮影が可能となった．

2 例目は 68 歳の大柄な男性．非弁膜症性慢性心房
細動から心源性脳梗塞を発症し，左片麻痺および水頭
症を生じ立位困難な患者（図 3-a, b）．心不全があり
CTR の測定は必須であったが，大柄ゆえスタッフ数
名がかりでの支え立位は非常に困難で容易に斜位撮影
となる．このため CTR 計測は不可能で，CPA もはみ
出し胸水の存在も把握できなかった．新しい車いす利
用の座位 PA 撮影では，脳梗塞発症以前の CTR との比
較も可能となり，心不全の管理も比較的容易になった．

3-2　背もたれ可倒式車いす利用の座位 PA 撮影メリット

（1）　医療スタッフ側メリット
①　PA 方向撮影のメリット
1 台のレントゲン撮影装置を用い，同一照射距離と

線量で情報量も等しい PA 撮影は，特に CTR 値をド
ライウエイト設定に応用できる透析医療や循環器医療
現場での利点が大きい．加えて，過去の撮影との比較
ができて患者管理を行う医師には有難い方法である．

②　撮影条件のメリット
患者を周囲より支え立たせる場合はもちろん，車い

すの背もたれと背中の間に受像カセッテを挟んで撮影
する場合にも，上下方向だけでなく左右方向への回転
斜位や水平保持の困難性，さらに肺尖部から CPA ま
で全体が上手くフィルムに納まらず撮り直しを必要と
する点がしばしば問題となる．今回の方法では，通常
の撮影と基本的に同様の操作や条件での PA 撮影が可
能である．

③　時間短縮メリット
当院では月に 1 度，全透析患者の胸部レントゲン撮

影を行っている．中 2 日となる透析日の透析開始時刻
前に連続して撮影を行うが，患者入室から退出し次の
患者の入室まで 80～90 秒（事実上の律速段階は FCR 

PRIMA による現像所要時間）を要している．スムー
ズな場合，20 数名の患者を 30～40 分間に撮影し，普
段の透析開始時刻からできるだけ遅れないよう配慮し
ている．

今回の方法では，立位困難者は撮影用車いすに座っ
た状況で撮影を待ち，前の患者が退出後に速やかに入
室し，決められた撮影位置に車いす移動するため，ス

タッフ 1 名の簡単な補助で歩行可能患者と同じ所要時
間にての撮影が可能となった．スタッフ数名での支え
立位では，安全性を確保するため数倍の所要時間であ
ったし，撮り直しの必要性も著減した．

④　安全性配慮メリット
慌ただしく患者を次々に撮影していくので，数名の

スタッフが防護服を着用しつつ患者を支え立たせる方
法では転倒のリスクが格段に増大する（図 4）．また，
支えは不要と思われる患者でも時に不安定となり転倒
するリスクがある．

（2）　患者側メリット
複数のスタッフに支えられても転倒リスクは残り，

患者の身体的疲労は無視できない．また，自身の検査
が撮影スタッフへの負担増となり，他の患者への遅れ
等への影響が出ることに心痛めており，ストレスも感
じている．これらが解消され不安なくスムーズに検査
を終了し透析開始できるメリットは大きい．

（3）　必要機器の費用
使用する車いすは NEXT CORE シリーズの他，類

似品を含め実勢価格 5～10 万円程度で入手可能であり，
高価な特殊機材は一切必要としない．レントゲン装置
は東芝製の天井-床式 X 線管保持装置 DS-TA-5A とい
う，X 線管支持床支持台および医用 X 線高電圧装置
KXO-32SS という据置型診断用 X 線発生装置を使用し
ている（図 5）．この装置に限らず，管球を床から 70 

cm 程度の位置まで下げることができ，かつ水平方向
へ 45 度程の角度がつく装置ならば同様の PA 撮影方

図 4　数名での支え立位 PA 撮影
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法が可能と思われる．

4　考　察

透析医療の現場では，患者の超高齢化や様々な合併
症，さらには認知症を有し問題点を多く抱えた要介護
患者への対応が，スタッフだけでなく患者にとっても
大きな負担となりつつある．その一つが胸部レントゲ
ン撮影時における安全性と効率性の両立であり，いか
に苦労少なくドライウエイトの設定などに重要な検査
を行うかは悩ましい問題であった．

胸部レントゲン写真は正しく検査されれば非常に多
くの有益な情報を読み取ることができる．しかし，
PA 撮影に比べ AP 撮影では撮影距離が同じ場合でも
心胸比は数％ 大きく写り過剰に評価される危険があ
り，ポータブル撮影で撮影距離が短い場合には 10％
程度の差が出るとされているし，解像度も不十分とな
りやすい．どの患者でもできれば PA 撮影が望ましい
が，実際には難しい面があった．仮に斜位撮影では
CTR の比較は難しく，気管偏移は読影できず，肺野
陰影の大きさ比較もできない．胸部と受像カセッテの
位置関係によっては CPA が写らず，胸水の評価も難
しい．

我々も他施設の情報を得て工夫してきたが，安全性
と効率性の両立に関して今回の撮影方法に変更して以
降，満足いく撮影ができている．背もたれ可倒式車い
す自体は車両運搬時のコンパクトさを追求して生まれ

た工夫であり，類似の車いすは各社から数種類が市販
されているが，座面からの背もたれの高さや両肘間隔
のサイズなどは様々である．我々は，今回紹介した型
式の車いすが最も胸部レントゲン PA 撮影に適してい
ると判断し利用している．

要介護状態の透析患者は今後ますます増加し，マン
パワーに乏しい診療所でも治療を担当していく機会が
増えると予測される．適正な撮影方法は患者の診療に
おいてきわめて大切であるが，安全性や効率性の両立
が大切である．患者の体型や姿勢によっては，若干撮
影結果に不満足な場合も皆無とは言えないが，例えば
肘掛部に受像カセッテを簡易的に固定できる道具など
をもうひと工夫すれば，健常者における立位 PA 撮影
とまったく遜色ない撮影が可能となろう．

SAFE　―　PA 撮影法は，透析患者に限らず広く医療現
場での応用が可能であるが，撮影法に適合する X 線撮
影台や特化した車椅子用アダプター等の開発も期待さ
れる．

結　語

市販されている背もたれ可倒式車いすを利用するこ
とで，立位が不安定，あるいは困難な患者においても，
座位さえ可能であれば，PA 方向での胸部レントゲン
撮影が安全にスタッフの手間も少なく低予算で忙しい
透析医療の現場でも効率的に小規模医療機関でも可能
である．要介護状態の患者が急増している透析医療の
現場でも有益な撮影法（SAFE　―　PA 撮影法：The Safe 

Alternative For Everyone　―　PA Method）と思われる．
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要　旨

心血管病は透析患者の最大死因であり，導入期にお
いても生命予後悪化と関連しているが，導入期の心血
管病についての病態の詳細は明らかではない．脂肪酸
代 謝 障 害 を 同 定 す る 123I-15-（p-iodophenyl）-3（R,S）-

methylpentadecanoic acid（BMIPP）シンチグラフィ
ーは主として虚血性心疾患の診断に用いられているが，
我々は，透析導入期患者の虚血性心疾患以外の心病変
への BMIPP シンチグラフィーの関与について検討し
た．虚血性心疾患の既往がなく，血液透析を計画導入
となった 42 例を対象に各種スクリーニング検査およ
び BMIPP シンチグラフィーを施行した．BMIPP シ
ンチグラフィーが陽性であった症例には 2 週間以内に
心筋血流シンチグラフィーを施行し，虚血性心疾患の
有無を検討した．22 例が BMIPP 陽性で，そのうちの
10 例が血流シンチグラフィー陰性であり，ミスマッ
チ症例と定義した．BMIPP および血流シンチグラフ
ィー陽性症例と比較して，ミスマッチ症例では，イン
タクト PTH，アルブミン，アルカリホスファターゼ
が高値であった．ミスマッチ症例の心筋生検からは，
尿毒症性心筋症に特徴的な心筋細胞の肥大および間質
の線維化が認められた．これらの結果から，透析導入
期のミスマッチ症例では，虚血性心疾患以外の心病変
の存在が疑われ，PTH がその病変に関連しているこ
とが示唆された．

1　目　的

透析患者の総死亡率は一般人口の 4～5 倍高く，な
かでも心血管病が最大死因となっている1）．導入期患
者は心血管病発症や突然死との関連が示されており，
心疾患は虚血性心疾患以外にも心筋症，心不全，不整
脈，弁膜症など多岐にわたる．特に心筋肥大や心筋線
維化，微小血管障害に特徴づけられる尿毒症性心筋症
は透析患者特有の心疾患である．

脂肪酸代謝障害を反映する BMIPP シンチグラフィ
ーは，腎機能正常患者と同様に透析患者においても虚
血性心疾患の病態に関与するが2），たこつぼ心筋症や
肥大型，もしくは拡張型心筋症など虚血性心疾患以外
の心疾患の病態にも関与する可能性が示されている3, 4）．

こうした背景のもと，本研究で我々は，導入期透析
患者の虚血性心疾患以外の心病変の病態への BMIPP

シンチグラフィーの関与を見出すことを目的とした．

2　方　法

2009 年 4 月から 2013 年 3 月までに昭和大学病院に
て入院のうえ血液透析を計画導入され，かつ虚血性心
疾患の既往のない 42 例を対象とした．全例に血液ス
クリーニング検査，心臓超音波検査とともに BMIPP

シンチグラフィーを施行した．BMIPP シンチグラフ
ィーが陽性であった症例には，2 週間以内に心筋血流
シンチグラフィーを施行した．BMIPP シンチグラフ
ィーが陽性で血流シンチグラフィーが陰性の症例をミ
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スマッチ症例と定義した．なお本研究は昭和大学病院
臨床試験審査委員会の承認のもと実施された．

3　結果と考察

42 名のうち，BMIPP 陽性が 22 例，陰性が 20 例で
あった．BMIPP 陽性症例のうち，血流陰性のミスマ

ッチ症例（図 1）は 10 例であった．ミスマッチ症例
は血流陽性症例と比べて，アルブミン（3.6±0.6 vs 3.0

±0.7 g/dl，p＝0.026），クレアチニン（11.7±5.5 vs 8.3

±1.4 mg/dl，p＝0.049），インタクト PTH（429±240 

vs 280±73 pg/ml）が有意に高値であった．また PTH

を 3 分位に分割すると，ミスマッチ症例は最高分位に

図 2　PTH3 分位におけるミスマッチ症例の分布
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図 1　BMIPP 陽性（矢印）かつ血流陰性のミスマッチ典型症例
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図 3　ミスマッチ症例の心筋組織
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多く，最高分位の 57％ を占めていた（図 2）．ミスマ
ッチ症例と血流陽性症例との間には心臓超音波所見に
差はみられなかった．また，ミスマッチ症例の心筋生
検では，心筋細胞の肥大化（図 3 A）や間質の線維化

（図 3 B）といった，尿毒症性心筋症に特徴的な心筋
リモデリング所見がみられた．

心筋肥大や線維化などの心筋リモデリングのプロセ
スに PTH は直接的もしくは間接的に関与しているこ
とが動物実験からは示されており5），また透析患者で
は，副甲状腺摘出後に心機能が改善することも示され
ている6）．PTH を介して心毒性を有するアルドステロ
ン分泌が心筋リモデリングに関与していることも示さ
れている7）．本研究ではミスマッチ症例は PTH 高値分
位に分布しており，また心筋生検をしえたミスマッチ
症例からは心筋リモデリング所見が認められた．また，
この症例は導入期の心臓超音波所見で左室駆出率が 25

％ と著明に低下していたが，導入 2 年後には 50％ ま
で改善していた．これらの所見から，導入期の透析患
者のミスマッチ症例では尿毒症性心筋症を呈している
可能性が示唆された．

結　語

脂肪酸代謝と心筋血流のミスマッチが虚血性心疾患
の既往のない透析導入症例に存在していた．ミスマッ
チ症例では PTH 高値の比率が高く，尿毒症性心筋症
に関与していることが示唆された．透析患者における
ミスマッチ症例の虚血以外の心病変との関連について
さらなる検討を要する．

本研究は平成 25 年度日本透析医会公募研究助成に
よって行われ，成果は原著論文として Therapeutic 

Apheresis and Dialysis に掲載された（Ther Apher Dial 

2015;  19（6） : 575-581）．
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要　旨

今回，我々は慢性腎臓病（chronic kidney disease;  

CKD）における認知機能障害の機序を解明するため
に，腎毒性物質のアデニンを用いた CKD モデルラッ
トを用いた検討を行った．CKD ラットの半数で海馬
の組織障害を認め，さらに詳細な解析により，この機
序として酸化ストレス亢進，抗酸化系の障害，レニン-
アンジオテンシン-アルドステロンシステム（RAS）
活性化，神経伝達物質の変化が関与しているものと推
測された．

1　目　的

近年の大規模臨床研究によれば，認知機能障害は
CKD 患者の 16～38％ で合併することが示されてい
る1）．CKD に合併する認知機能障害は服薬や食事療法
に対するアドヒアランス，医療スタッフの時間的拘束，
入院リスクの上昇，医療費の増加などばかりでなく，
患者生命予後に対するリスク因子ともなることが知ら
れるようになった2）．この機序は，古典的リスク因子
としての加齢，糖尿病，高血圧，脂質異常，心血管疾
患，CKD 特有のリスク因子としての尿毒素，腎性貧血，
2 次性副甲状腺機能亢進症，血液透析での血行動態の
変化などが想定されている3, 4）．CKD における脳の機
能的および構造的障害はこれら様々な因子の連関によ
りもたらされるものと推測される．しかしながら，こ

の詳細な機序は現時点で明らかにされていない．そこ
で，今回我々は，腎毒性物質であるアデニンをラット
に投与した腎障害モデルラットを用いて，これを明ら
かにすることを目的とした研究を行った．

2　方　法

使用動物は 5 週齢のオス，Sprague-Dawley（SD）
ラットを用いた．本研究は福島県立医科大学実験動物
施設による承認を受けた研究（承認番号：27088 号）
であり，すべての過程は NIH 実験動物適正使用ガイ
ドラインに則り実施した．まず 29 匹の SD ラットを
コントロール群：14 匹と CKD 群：15 匹に振り分け，
CKD ラットは 0.5％ アデニン含有飼料を 3 週間（5～
8 週齢にかけて）投与することで CKD モデルラット
とした．

12～20 週齢にかけて空間記憶および学習の評価と
してモーリス水迷路試験を実施した．直径 150 cm，深
さ 45 cm の円形のプールに 30 cm まで水を張り，ラッ
トの避難場所となるプラットホームは水面下 3 cm に
隠れるように配置した．コンピュータ管理システム

（Smart version 3.0, Panlab）を用いて，全ラットの行
動パターンを記録・解析した．プレイスナビゲーショ
ンテストを 4 セット（Phase 1～4，各 Phase は 5 回の
テスト結果の平均として評価）実施した後に，プロー
ブテストを行い，各ラットの行動パターン，所要時間，
遊泳速度などを空間学習と空間記憶の指標として評価
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した．プローブテストではプラットフォームを取り除
いた状態でラットを遊泳させ，プラットフォーム領域
での滞在時間や移動距離を空間記憶の指標として評価
している．

ラットを行動実験終了後の 24 週齢時点で，sacri-

fice し，尿検体，血液，腎組織，脳組織の解析を実施
した．一般的な検査に加えて，酸化ストレスマーカー
として，尿中 8 ヒドロキシ 2’ デオキシグアノシン

（8-hydroxy-2’-deoxyguanosine;  8-OHdG），尿中イソプ
ラスタン（isoprastane;  IsoP），腎および脳スーパー
オキシドディスミュターゼ（superoxide dismutase;  

SOD），グルタチオンペルオキシダーゼ（glutathione 

peroxidase;  GPx）を，また，レニン-アンジオテンシ
ン-アルドステロンシステム（renin-angiotensin-aldos-

terone system;  RAS）の活性化の指標として尿中アン
ジオテンシノゲン（angiotensinogen;  AGT）の解析も
併せて実施した．脳組織はヘマトキシリンエオジン

（HE）染 色 に よ り，腎 組 織 は Periodic acid-Schiff

（PAS）染色による評価を行った．

また，コントロール群 14 匹中の 5 匹と CKD 群 15

匹中の 6 匹の脳組織の解析を行っており，CKD 群 6

匹のうち 3 匹で海馬神経細胞の変性が認められた．海
馬障害の有無に関する要因を解析するために，これら
CKD 群ラット 6 匹の各種マーカーおよび行動実験結
果についても同様に別途解析を行った．

3　結　果

コントロールおよび CKD の各群の背景として，尿
量，尿蛋白量，BUN，血清クレアチニン，ヘモグロビ
ン値，ヘマトクリット値，コレステロール値，で有意
な群間差を認めており，CKD による変化としてこれ
らは矛盾のないものであった（表 1）．特異的マーカ
ーに関しては，CKD 群で尿中 8-OHdG，尿中 IsoP，
尿中 AGT が高値であり，CKD における酸化ストレス
の増強や RAS 活性化を示唆する所見であった（表 2）．
組織学的に CKD ラット腎では，尿細管間質領域を主
体とした 2 次性の糸球体障害を伴う障害が認められた．

行動実験では 2 群間で学習進度に差は見られなかっ

表 1　コントロール群，CKD 各群の背景（バイタルサイン，一般検査所見）

パラメータ コントロール（n＝14） アデニン（n＝15） P 値

体重（g） 584.0±57.9 554.0±31.8 0.234
収縮期血圧（mmHg） 112.2±20.3 112.6±15.1 0.849
拡張期血圧（mmHg）  84.4±15.5  77.2±17.5 0.338
尿量（mL/day） 11.2±2.5 35.9±8.5 ＜0.001
尿蛋白量（mg/day）  16.1±10.9  53.3±25.7 ＜0.001
BUN（mg/dL） 20.9±2.7  55.4±15.5 ＜0.001
血清クレアチニン（mg/dL）  0.35±0.03  0.68±0.17 ＜0.001
血清ナトリウム（mEq/L） 143.2±1.8 144.3±1.7 0.077
血清カリウム（mEq/L）  4.3±0.5  5.3±1.9 0.057
血清クロール（mEq/L） 104.7±2.3 108.0±4.3 0.029
ヘモグロビン値（g/dL） 14.0±0.5 12.5±1.3 ＜0.001
ヘマトクリット値（％） 43.9±1.6 39.4±2.9 ＜0.001
総コレステロール（mg/dL）  71.3±10.9 105.0±21.9 ＜0.001
トリグリセリド（mg/dL）  76.0±36.8  82.9±36.2 0.505

各所見は平均値±標準偏差で表記．群間比較は Mann Whitney U test により検討した．

表 2　酸化ストレス，抗酸化システム，RAS に関する特異的マーカーの所見

パラメータ コントロール（n＝14） アデニン（n＝15） P 値

尿中 8-OHdG（ng/day） 57.7±15.9 87.6±38.7 0.029
尿中アンジオテンシノゲン (ng/day） 60.6±60.7 117.1±95.1 0.051
尿中イソプラスタン (ng/day） 21.9±4.4 61.2±13.9 ＜0.001
腎 SOD（units SOD/mg） 49.0±25.3 61.3±19.3 0.134
脳 SOD（units SOD/mg） 56.6±19.8 55.2±26.5 0.601
腎 GPx（mU/mg） 83.4±42.9 75.8±20.1 0.880
脳 GPx（mU/mg） 99.7±27.6 99.7±26.9 0.897

各所見は平均値±標準偏差で表記．群間比較は Mann Whitney U test により検討した．
RAS：renin-angiotensin-aldosterone system，SOD：superoxide dismutase，GPx：glutathione peroxidase. 
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たが，CKD 群では遊泳速度が速い傾向であった（図

1）．また，脳組織を解析した CKD ラット 6 匹のうち
3 匹で海馬神経細胞の変性所見が認められた（図 2）．
この変化はコントロール群では見られなかった．さら
に，脳組織障害を伴う CKD ラットでは，血圧高値，
脈圧高値，尿中 8-OHdG および AGT の高い傾向，腎
SOD および GPx の低い傾向などが認められ，さらに
これらのラットでは行動実験の成績も不良の傾向であ
った（表 3, 4，図 3）．

4　考　察

本研究では，全体として行動実験における学習進度
にコントロール群と CKD 群で有意な差を認めなかっ
た．しかし，海馬神経細胞の障害がみられた CKD ラ
ットでは行動実験の成績が不良であるとともに，遊泳
速度が速いこと，酸化ストレス亢進，抗酸化システム
の障害，RAS 活性化などの所見が得られた．

まず，海馬障害 CKD ラットの活動性亢進に関して
は，脳内の神経伝達物質の関与が推測された．抑制性
の神経伝達物質である cアミノ酪酸（gamma-aminobu-

tyric acid;  GABA）やノルエピネフリン，さらには学
習と記憶に関連するとされるアセチルコリンは，腎不
全でその脳内含有量が 3 割程度減少することが知られ
ている5）．本研究における海馬障害 CKD ラットの活
動性亢進は，これら神経伝達物質の関与が考慮された．
また，高血圧症は CKD における認知症発症の古典的
リスク因子のひとつであるが，本研究の海馬障害
CKD ラットでも血圧および脈圧の上昇と RAS 活性化
を示唆する尿中 AGT の上昇が確認された．

臨床研究と動物実験において，RAS 遮断薬が脳梗塞
の再発や認知症発症に対して予防的効果を認めること
が報告されており6, 7），逆説的ではあるが，CKD にお
ける RAS 活性化が認知機能障害へ影響する機序が一
部存在する可能性が本研究結果より示唆された．さら

図 1　行動実験の結果（モリス水迷路試験）：コントロール群と CKD 群の比較
　プレイスナビゲーションテスト：2 群間で学習進度に明らかな差は認められなかった．
遊泳速度は CKD 群で速い傾向であった．プローブテストではプラットフォームを含む領
域での滞在時間と移動距離に 2 群間で明らかな差を認めなかった．各データは平均値±標
準誤差で表記した．＊　p＜0.05．
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図 2　脳組織：海馬領域の解析（HE 染色）
　海馬神経細胞の核濃縮の所見は，CKD ラット 6 匹中 3 匹に認められ（図，下段），この
変化はコントロール群ラット（図，上段）では認めなかった．

×200 ×400
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表 3　海馬障害（神経細胞の核濃縮所見）の有無によるパラメータの比較
　　　　　（バイタルサイン，一般検査所見）

パラメータ 海馬障害（＋）（n＝3） 海馬障害（－）（n＝3）

体重（g）  558±24.7 525±35.3
収縮期血圧（mmHg） 109.3±3.2 98.0±24.0
拡張期血圧（mmHg） 60.3±6.7 68.3±24.4
脈圧（mmHg） 49.0±9.9 29.8±0.4
尿蛋白量（mg/day）  50.3±13.8 37.2±0.3
BUN（mg/dL）  62.1±13.6 62.2±13.3
血清クレアチニン（mg/dL）  0.64±0.08 0.76±0.26
血清ナトリウム（mEq/L） 144±1.4 145±1.4
血清カリウム（mEq/L）  5.0±0.3 4.5±0.1
血清クロール（mEq/L） 111±9.2 109±5.7
ヘモグロビン値（g/dL） 12.7±0.1 12.3±1.7
ヘマトクリット値（％） 40.5±2.7 38.6±2.2

各所見は平均値±標準偏差で表記．

表 4　海馬障害（神経細胞の核濃縮所見）の有無による特異的パラメータの比較

パラメータ 海馬障害（＋）（n＝3） 海馬障害（－）（n＝3）

尿中 8-OHdG（ng/day） 99.5±18.6 83.1±38.7
尿中アンジオテンシノゲン（ng/day） 125±104 74.6±35.8
尿中イソプラスタン（ng/day） 60.3±14.9 63.2±18.4
腎 SOD（units SOD/mg） 30.6±25.4 67.3±14.6
腎 GPx（mU/mg） 42.3±10.3 73.4±5.6

各所見は平均値±標準偏差で表記．
SOD：superoxide dismutase，GPx：glutathione peroxidase.
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に，酸化ストレス亢進が 5/6 腎摘 CKD モデルマウス
の検討で認知機能障害に寄与することが報告されてい
るが8），本研究結果は酸化ストレスの亢進だけではな
く，抗酸化システムの障害も同様に CKD における認
知機能障害に寄与する可能性を示している．これらの
結果に関しては各々の機序に関するさらなる詳細な検
討が必要であると考えられた．

最後に本研究におけるリミテーションを示す．まず，
アデニン投与 CKD モデルラットは，全体としてはコ
ントロール群と認知機能テストにおける学習進度に差
が見られなかった点，そして，全例で脳組織の解析が
行われていない点があげられる．認知機能障害は
CKD の約 30％ 程度でみられ，その重症度は年齢と腎
機能に依存することが知られている．

我々のプレリミナリーの研究において，アデニンを
5 週間にわたり投与したところ，腎機能障害のレベル
は本研究におけるものよりも有意に高いものであった

（平均 BUN 228.5 mg/dL，平均血清クレアチニン 2.96 

mg/dL）．しかし，このモデルにおいては尿毒症や高
度の腎性貧血などの腎不全に関連する諸症状のために
動物自体の衰弱，消耗が著しく，行動実験を完遂する
ことが困難であった．CKD における認知機能障害は，
神経変性型と血管障害型の組み合わせによるものと考
えられ，また，糖尿病の合併や尿毒症物質は重要なリ
スク因子と考えられている．これらを踏まえると，本
研究に用いたモデルに脳虚血再灌流処置を加えたり，
糖尿病合併モデルを用いたり，尿毒症物質を追加投与
することなどにより，認知機能障害を同定することが
できるようになるのかもしれない．

本研究にはいくつかのリミテーションがあるが，海
馬組織障害を伴う認知機能障害に関与すると推測され
る因子として，酸化ストレス亢進，抗酸化システム障
害，RAS 活性化，神経伝達物質の変化など重要なフ
ァクターを示すことができた．これらの所見は今後の

図 3　行動実験の結果（モリス水迷路試験）：海馬障害の有無での比較
　プレイスナビゲーションテスト：海馬障害ありの群ではなしの群と比較して学習過程で
成績が不良の傾向（Phase 1～3）であった．また，遊泳速度は海馬障害ありの群で速い傾
向であった（Phase 4）．＊　p＜0.05．
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本分野の研究を進めるにあたっての基礎的な重要な知
見となると考えられた．

5　結　論

CKD における認知機能障害の機序として，酸化ス
トレス亢進，抗酸化システム障害，RAS 活性化，神
経伝達物質の変化が想定された．脳腎連関障害の機序
を明らかにするために，これらの各要因に関する詳細
な検討が今後必要であると考えられた．

平成 25 年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れた成果は，原著論文として投稿中のため，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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1　2016 年診療報酬改定の背景

2016 年改定は当初から，かなり厳しいものになる
ことが想定されました．それは 2015 年 6 月に出され
た経済財政運営の基本指針「骨太方針」に，「今後 3

年間の社会保障費の伸びを 1 兆 5 千億円程度に抑え
る」と明記され，それが閣議決定されたことによりま
す．ここ数年の社会保障費の伸びは約 6,700 億円とさ
れており，毎年一律に，これを満たすためには 1,700

億円のマイナス改定が必要なことを意味します．その
後の 2016 年度予算編成の基本方針でも「財政健全化
計画の初年度にあたるため，社会保障費の伸びを前年
比 5 千億円弱に抑える」との方針も提示されました．

我が国では 2000 年代前半の小泉改革のさい，社会
保障の自然増を毎年 2,200 億円削減するという政策が
実行され，2002 年改定から 3 回連続の大幅な診療報
酬ネットマイナス改定が行われました．その間，多く
の医療機関が疲弊し「医療崩壊」という言葉がマスコ
ミで取りざたされた時期もありました．透析医療にお
いても 2002 年の改定では 1 透析あたり 3,000 円を超
す単価引き下げが実施され，時間区分の廃止や食事加
算の廃止，夜間加算の減額等の大幅なマイナスとなり
ました．今回の改定でも，財源の捻出先として透析医
療が狙われた場合には，非常に厳しい結果につながり
かねない環境と危惧されました．

2　日本透析医会の 2016 年度改定要望

診療報酬改定内容を検討する中医協（中央社会保険

医療協議会）においては，透析関連の議論は，短期滞
在手術入院料からの透析技術料の除外，PTA 入院の
短期滞在手術入院料への拡大等がありましたが，それ
以外の議論は行われておりませんでした．

厳しい改定になることが予想される中ではありまし
たが，日本透析医会は例年通り 11 月に以下の 5 項目
の改定要望を厚生労働省保険局医療課へ提出しました．

①　適切な人工腎臓点数の設定
2014 年度の消費税負担増加，および 2017 年度に想

定される再度の消費税率引き上げに対応する人工腎臓
点数の増点（27 点）

②　特定入院料算定時における，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，地域包括ケ
ア病棟入院料算定時の人工腎臓手技料（J038）と一体
であるべきダイアライザ等保険診療材料の包括範囲か
らの除外，および，現在検討されている，短期滞在手
術入院料算定における人工腎臓手技料の包括除外時に
も同様にダイアライザ等の包括範囲からの除外

③　有床診療所の医療療養病棟における慢性維持透
析加算の算定可能化

2014 年度改定時に療養病棟入院基本料 1 に設定し
た慢性維持透析加算を，同じく通院困難透析患者の受
け入れ先となっている有床診療所の療養病床での算定
可能化

④　障害加算の見直し
感染症患者（HBV，HCV，HIV，HTLV1），および

ADL が低下し人工腎臓提供に労力を要する患者への

日本透析医会

各支部での特別講演   講演抄録

2016 年度診療報酬改定と透析医療

太田圭洋　

平成 28 年 4 月 9 日/広島県「第 16 回広島県透析連絡協議会総会・講演会」　
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適応拡大
⑤　腹膜透析患者への血液透析実施時の施設限定の

撤廃
2014 年度改定において算定不可となった，腹膜透

析管理施設（管理料算定施設）以外の施設における，
血液透析の手技料の再度の算定可能化

3　2016 年診療報酬改定率

今年も，例年と同じく，昨年のクリスマス時期に，
数回の塩崎厚生労働大臣と麻生財務大臣の折衝の後，
改定率が開示されました．それによると，診療報酬本
体は＋0.49％，薬価等が－1.33％ でネット－0.84％ とさ
れました．ただ，例年と違い「なお，上記の他……」
として，枠外に大幅なマイナス部分が隠れており，そ
れを精査すると－1.44％ のネットマイナス改定が今回
の改定率となります．このマイナス規模は小泉政権の
時のマイナス改定も含め，2000 年以降で 3 番目の規模
のマイナスということができます．非常に厳しい中で，
その後の改定作業が行われていくこととなりました．

4　年明けての中医協での議論

1 月 13 日の中医協において，2016 年度診療報酬改
定に係るこれまでの議論の整理（案）（骨子）が公表
されました．その中の透析に関しては「人工腎臓の適
正な評価を行うため，以下のような見直しを行う」と
され，「①人工腎臓の評価の中に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踏
まえ，評価を適正化する．②著しく人工腎臓が困難な
障害者等に対する加算の対象となっている難病（特定
疾患）について難病の患者に対する医療等に関する法
律の施行に伴い新たに指定した指定難病についても，
評価の対象を拡大する．③在宅血液透析指導管理料に
ついて，適切な実施が行われるよう，要件の明確化を
行う」と 3 項目の見直しが行われることが示されまし
た．

その後 1 月 27 日の中医協において，学会のガイド
ラインに則した形でダイアライザの機能区分の細分
化・合理化をするため機能区分の見直しを行うことが
決定されました．

5　中医協答申（2 月 10 日：診療報酬点数決定）

2 月 10 日の中医協総会において，人工腎臓点数を

一律 20 点引き下げることが発表されました．理由は
「人工腎臓について，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」からとされ

①　慢性維持透析を行った場合
● イ　4 時間未満の場合 2,030 点→2,010 点
● ロ　4 時間以上 5 時間未満の場合
 2,195 点→2,175 点
● ハ　5 時間以上の場合 2,330 点→2,310 点

②　慢性維持透析濾過（複雑なもの）を行った場合
 2,245 点→2,225 点

となりました．
今回の改定と同時に実施された薬価改定においては，

ESA 製剤の値下げが，薬剤によりその引き下げ率が
異なります（エスポー® 15％ 強，エポジン® 21％ 強，
エポエチン BS® 20％ 弱，ネスプ® 7％ 強，ミルセラ® 7

％ 強）．この 20 点の引き下げが本当に適切なのか議
論のあるところですが，実際の使用シェアを考えると
すこし引き下げ額が過大な印象があります．

しかし，それと同時に本改定において下肢末梢動脈
疾患指導管理加算（月 100 点）が新設されました．こ
の加算は「慢性維持透析患者の下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．」
とされ，算定のための施設基準として

①　慢性維持透析を実施している患者全員に対し，
「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」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上で，
虚血性病変が疑われる場合には足関節上腕血圧比

（ABI）検査又は皮膚組織灌流圧（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 以下又は SPP 検査 40 mmHg 以下
の患者については，患者や家族に説明を行い，同
意を得たうえで，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っていること

③　①及び②の内容を，診療録に記載していること
④　連携を行う専門的な治療体制を有している保険

医療機関を定め，地方厚生局に届け出ていること
とされました．その後の通知や疑義解釈において，本
加算の算定条件がさまざま議論されていますが，本加
算は概ね多くの透析医療機関が算定可能な加算と考え
られ，これを考えると人工腎臓技術料の引き下げ額が
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1 透析 13 点程度に収まったと解釈できます．
障害加算に関しても，大幅な算定条件の見直しが行

われるのではとの危惧もありましたが，結果として
「法改正に伴い新たに指定した指定難病について評価
を行う」とされ，大幅な見直しは行われませんでした．
また今回の指定難病の追加では「腎疾患により受給者
証を発行されているものを除く」とされたため，透析
導入の原疾患である疾病がいくつか難病に追加指定さ
れましたが，障害加算の算定への影響はないことにな
りました．
「短期滞在手術等基本料 3」の見直しに関しては，

「対象となる手術等を拡大するとともに，包括とされ
た部分の出来高実績点数に応じた評価の見直しを行う．
併せて，診療形態に大きな変化がみられた項目や年齢
によって出来高実績点数に大きな違いがみられた項目
について，評価の精緻化を行う．」とされ，新規に
K616－4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術に対して，
37,588 点という点数が新設されました．これは入院と
しても 1 泊 2 日で行われることがほとんどと考えられ
る PTA 入院としては，かなり有利な点数の設定にな
ったと思われます．また，「下記以外は包括とする．」
として「②人工腎臓⑤エリスロポエチン（人工腎臓又
は腹膜灌流を受けている患者のうち，腎性貧血状態に
あるものに対して投与された場合に限る．）⑥ダルベ
ポエチン（人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者の
うち，腎性貧血状態にあるものに対して投与された場
合に限る．）」と，透析技術料および ESA が包括範囲
から除外されたことは，透析患者の治療に有利に働く
改定となりました．

全体として，答申（2 月 10 日）の段階では，上述
のような非常に厳しい改定環境の中では，そこそこ許
容できる小幅な改定に落ち着いたと思われました．

6　薬価，特定保険材料償還価格の見直し

しかし，3 月の初めに，通知として新たな薬価，特
定保険材料償還価格が公表されました．そこで多くの
透析関係者を驚かせたことは，ダイアライザの機能区
分の見直しと，新償還価格の大幅な引き下げでした．

1 月の中医協において機能区分が見直されることは
発表されていましたが，表 1 のように，特に旧 IV 型，
V 型という一番使用されていたダイアライザが Ia 型，
IIa 型に分類され，200 円を超える償還価格の引き下げ

となりました．
ダイアライザを含め，特定保険材料の償還価格の改

定は，価格調査の結果を参考に「市場実勢価格加重平
均値一定幅方式」という決められた方法で行われるこ
とになっています．機能区分が見直されるさいにも，
あらたな機能区分に含まれる材料の加重平均値から R

幅（一定幅）を加算するだけのはずです．本当にこの
2 年の間に，各透析施設へのダイアライザの納入価格
がこれほど引き下げられたとは信じがたいものがあり
ます．この新償還価格に関しては，ダイアライザメー
カーも厚生労働省に意見を述べたようですが，大幅な
引き下げが覆ることはありませんでした．

今後，各医療機関でダイアライザの納入価格の交渉
を行うことになりますが，これほどの値引きを引き出
すことは難しいと考えられ，この引き下げのかなりの
部分を医療機関が負担することとなり経営へマイナス
影響がでるものと思われます．各施設でダイアライザ
の使用膜の変更や，オンライン HDF へのシフトが起
こっていく可能性もある大幅な償還価格の変更でした．

さらに，今回の改定で大幅な透析液の薬価の引き上
げが行われました．製薬メーカーからの，採算割れし
ているための再算定依頼をうけての薬価引き上げです．
このような場合，製薬メーカーも通常，値引きを行う
ことはないため，かなりの部分，薬価の引き上げ分を
透析医療機関が負担することになります．粉末製剤を
使用している医療機関（シェアは液製剤より多い）は，
1 透析約 100 円位の負担増加になると思われます．

表 1　新たな機能区分

区　分 償還価格

Ia 型 1.5 m2 未満 1,590 円（－230 円）
1.5 m2 以上 1,530 円（－210 円/－240 円）

Ib 型 1.5 m2 未満 1,610 円（－140 円）
1.5 m2 以上 1,650 円（－90 円/－120 円）

IIa 型 1.5 m2 未満 1,600 円（－230 円）
1.5 m2 以上 1,670 円（－80 円/－160 円）

IIb 型 1.5 m2 以上 1,740 円（－10 円/－90 円）

S 型 1.5 m2 未満 1,660 円（＋50 円）
1.5 m2 以上 1,660 円（－30 円）

HDF 2,810 円（－50 円）

特定積層型 5,780 円（－90 円）
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7　在宅血液透析関連の見直し

1 月 13 日の骨子において「在宅血液透析指導管理
料に関して，適切な実施が行われるよう，要件の明確
化を行う」とされました．高齢者住宅等で自己管理が
できない患者に，医師不在の体制の中でスタッフが透
析を実施し在宅血液透析として請求するという，いわ
ゆる「非自己管理型在宅血液透析」の問題に関して，
数年前から日本透析医会と厚生労働省で協議をしてき
ました．日本透析医会は治療の安全性の問題から，
2015 年 4 月 1 日に会員向けにこのような請求を実施
しないよう文書を発出している状態でした．

今回の改定で C102-2 在宅血液透析指導管理料の算
定要件として「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
管理行うこと．」という文章が追加されました．これ
により，事実上「非自己管理型在宅血液透析」は実施
不能となったと考えます．とはいえ，今後とも増え続
ける通院困難透析患者への対応として，どのような形

（条件）であれば，このような透析形態を認めていく

か，今後，条件の検討が始まっていくものと考えます．

8　特定入院料算定時のダイアライザの算定

3 月 31 日の疑義解釈通知において（問 78）「回復期
リハビリテーション病棟入院料，地域包括ケア病棟入
院料において，区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の
費用は別途算定できることとなっているが，区分番号

「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保
険医療材料の費用は別途算定できるか．」との問いに，

「（答）できる．」との疑義解釈が示されました．今年
の医会の改定要望の中で実現した数少ない改善例とな
りました．

9　おわりに

結局，今回の改定は技術料部分に関しては，小幅な
マイナス改定ですみましたが，薬価，特定保険材料価
格の見直しに伴う施設へのコスト負担の増加により，
1 透析あたり 300 円から 400 円程度のマイナス改定と
同等の厳しい改定となりました．各施設では新たに設
定された下肢末梢動脈疾患指導管理加算に積極的に取
り組んでいただくとともに，薬・診療材料の価格交渉
を例年以上にご努力いただきたく思います．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

無症候性を含めると 4 割近くの血液透析（HD）患
者が末梢動脈疾患（PAD）を合併しているといわれて
いる．また，その患者予後は非常に悪く，PAD の早期
診断・治療および予防体制の確立が急務である．しか
しながら，その体制を 1 施設のみで完結させることは
現実的に困難であり，各医療機関の特徴を活かした

「連携」が必須となる．
今回，HD 患者への PAD 診療について，各医療機

関の役割分担を意識しながら「各施設ができることを
いかに有効的・効率的に実施していくか」に焦点をあ
て，当院での取り組みや治療成績をまじえて提示する．

1　役割分担とは

単科的透析専門施設は，患者の臨床症状を的確に把
握し早期 PAD の段階で総合医療施設へ紹介する．さ
らに，予防的フットケアや薬物療法を中心とした治療
も実践する．PAD 患者では治療後の悪化予防が重要
であり，「血圧を低下させない」「微小循環障害を起こ
しにくい」や「栄養状態を悪化させない」透析療法の
継続的な実施が重要となる．一方，総合的医療施設で
は，確定診断および適切な治療法の選択，各種併用療
法，他の心血管合併症の治療，栄養・運動療法を含む
全身管理など，いわゆる「チーム医療」が要求される．

2　LDL アフェレシス治療の位置づけ

特に重症下肢虚血（CLI）例においては，血行再建
術によるマクロ循環の改善だけでなく微小循環障害を
改善させる治療も必須となる．LDL アフェレシス治
療（LDLA）は強力な微小循環改善作用を有し，血行
再建後の早期閉塞予防や創傷治癒促進に寄与するもの
と推察されている．

当院において PAD を合併した 273 例（糖尿病合併
195 例，HD 257 例，CLI 232 例）に対して，LDLA を
中心に血行再建術（血管内治療もしくは外科的血行再
建），人工炭酸泉療法や創傷管理などの治療を実施し
た．短期的には，約 80％ の例で症状軽減などなんら
かの臨床効果を認めた．さらに，下肢血管内治療後の
早期受け入れやバイパス手術目的の転院など，PAD 連
携を強化した 2011 年 10 月以降の CLI 67 例（予後解
析 60 例）においては，創傷治癒率の向上とともに 1

年生存率 87％，2 年生存率 74％ と予後は劇的に改善
した．

おわりに

透析患者の足を守るためには，さまざまな視点から
アプローチする必要がある．適切な LDL アフェレシス
治療の介入や基本的かつ根本的な透析療法の工夫など
により，救肢だけでなく生命予後の改善も期待できる．

JCHO 中京病院透析センター・腎臓内科

各支部での特別講演   講演抄録

透析患者の末梢動脈疾患に対する取り組み

佐藤元美

平成 28 年 7 月 10 日/福島県「日本透析医会福島県支部学術講演会」　

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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透析患者は様々な合併症を有し，QOL の維持向上
に苦慮することが多い．なかでも，顎口腔領域に発現
する種々の合併症は，患者の摂食・喫食障害をきたし，
低栄養をもたらすほか，重篤な感染症を継発すること
があるため，重要な観察項目と位置づける施設が増加
している．

そこで今回，当科で行った透析患者 282 人における
スクリーニング口腔診査の結果をもとに，透析患者特
有の口腔環境である口腔乾燥，口腔粘膜炎，う蝕や歯
周炎，口臭，口腔カンジタ症などの口腔合併症，また
その口腔管理などについて報告した．

透析患者において最も多い合併症は味覚異常（低
下）である．発現頻度としては約 70％ であるが，患
者自身の訴えに乏しく日常臨床で大きな問題となるこ
とは比較的少ない．透析患者の味覚障害の特徴として
は，四基本味覚である塩味，酸味，甘味，苦味の検査
を行ったところ，透析前では塩味，酸味，甘味，苦味
のすべてで味覚閾値が高値であったが，透析後には一
時的に閾値が下がる傾向にある．さらに腎移植により
味覚障害が劇的に改善するとの報告からも，透析が味
覚障害の発症に関わっている可能性が高いとされてい
る．

治療としては，微量ミネラル補給飲料（テゾン®）
の摂取が味覚閾値の改善を認めたとの報告がある一方，
適切な血流量の確保やダイアライザの適切な選択，十
分な透析時間などによる透析不足の解消を勧めている
報告も散見される．また，唾液分泌量の減少に伴う味
覚障害には，適切な口腔ケアと口腔内保湿が，味覚異

常を改善することがある．
次に多い合併症として口腔乾燥症があり，約 50％

に認められた．透析患者は健常人に比して有意に唾液
量が減少しており，1/4 から 1/5 程度となっている．
唾液分泌量の低下により，口腔粘膜は乾燥し発赤をき
たす．患者はこれらの状態を，ネバネバ感や灼熱感，
ヒリヒリ感，痛みとして表現することがある．舌では
舌乳頭が萎縮し，平滑舌や溝状舌といった症状が発現
し，口角炎や口唇炎を合併することがある．また，唾
液による抗菌性や自浄性が喪失することから，う触

（う歯）や歯周炎，口臭の増悪，口腔カンジタ症など
に罹患しやすくなる．そして，唾液量の減少は，嚥下
障害，構音障害，咀嚼障害をきたすほか，味覚の異常
を訴えることもある．食塊形成や送り込みが困難とな
るため，摂食時に大量の飲水が必要となる．また，粘
膜の痛みや刺激物摂取が困難となり食事内容に制限が
生じることもある．透析がもたらす唾液腺の萎縮性変
化のほか，血漿浸透圧の上昇や降圧薬，向精神薬など
の薬物の副作用などが複合的に作用し発症すると考え
られている．また，これらも腎移植により有意に改善
傾向を示す．治療としては，保湿剤の使用や人工唾液
の使用など対症療法が基本となる．

次に多い合併症として，歯や骨といった硬組織の異
常が約 40％ に認められた．原因としては，先ほど述
べた口腔乾燥症による唾液の減少や腎性骨異栄養症が
考えらる．歯の変化として，歯の表面が欠けて茶色く
変化するエナメル質の実質欠損，歯の神経・血管が通
っている歯髄腔の狭窄・石灰化，う触の増加などであ

＊1  日本歯科大学新潟病院口腔外科　＊2  信楽園病院歯科口腔外科

各支部での特別講演   講演抄録

透析患者の歯科治療

佐藤英明＊1, 2　近藤道人＊2

平成 28 年 5 月 15 日/新潟県「第 58 回新潟透析医学会学術集会」　
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る．骨の変化としては，歯槽硬線の消失，骨硬化症，
線維性骨炎，顎骨骨髄炎の出現などである．透析患者
の骨髄炎は易感染性の観点からも難治性で長期経過を
たどることが多い．基本的には，血液透析導入後，早
期に歯科かかりつけ医への受診を勧告し，以後定期的
な専門的口腔ケアや，う蝕と歯周炎の定期診査を受け
ることが望ましい．骨髄炎はう触や歯周病を放置した
ことが原因で起こる顎骨の慢性炎症から発症すること
が多いため，早期の歯科治療が骨髄炎予防にもつなが
る．

日常的な自己管理としては，1 日 3 回の食後のブラ
ッシングが基本であるが，透析患者は時間的制約が多
く，困難なことが多い．そこで，プラークは 24 時間
から 48 時間かけて成熟し歯石に変化していくことか
ら，1 日 1 回は時間をかけた歯磨き（ブラッシング）

を行うように指導する．
上記以外の透析患者に関する問題点として抜歯があ

る．抜歯に関しては，抜歯を行うタイミング，抜歯後
の出血，抜歯前後の投薬，点滴・採血のルート（シャ
ント設置のため），感染症（HBs 抗原，HCV 抗体，ワ
氏）などそれぞれあるが，その中でも抜歯後の出血が
大きな問題となる．抜歯を行うさいは，透析主治医に
対診を行い患者の状態を把握し，非透析日に抜歯を行
う．入院が可能な施設であれば入院下での抜歯を行う．
抜歯操作は愛護的に行い，抜歯後出血の問題となる炎
症組織や不良肉芽は可及的に掻爬を行う．術中適切な
止血操作を行い，抜歯窩にはゼラチンスポンジや酸化
セルロースなど止血剤を填塞し緊密な縫合を行う．以
上の操作を適切に行えば，ほとんどの症例で大きなト
ラブルなく止血は可能である．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

骨ミネラルの代謝異常は，骨病変のみならず，血管
の石灰化をもたらし生命予後にも影響を及ぼすことが
明らかとなり，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）という新たな概念が提唱され，全身性疾
患として考えられるようになってきた．これに対して
日本透析医学会は 2006 年に初めて二次性副甲状腺機
能亢進症治療ガイドラインを作成し，CKD-MBD 管理
の重要性を啓蒙した．続いて 2012 年に改定版として

「慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイ
ドライン」が発表され，CKD-MBD 治療におけるリン

（P）のコントロールの重要性が唱えられた．
実際，P のコントロールの不良により血管の石灰化

が増幅されることが実験レベルだけでなく臨床レベル
でも証明されるようになり，さらに，P の蓄積によっ
て増加してくる fibroblast growth factor-23（FGF23）
が，心不全や血管石灰化の発生に寄与していることが
わかり，その治療介入の重要性が認識されるようにな
ってきた．そのため，近年次々と新薬が開発され，臨
床的に使える薬剤の選択肢が増えてきているが，薬だ
けに頼るのではなく，それ以外にも P のコントロール
に影響を与える要因が再確認されるようになってきた．

1　P コントロールのためのポイント

透析患者では，重要な P 排泄機構である腎臓が廃
絶してしまうため，なんらかの手立てを打たないと自

然に蓄積の方向へ傾いてしまう．廃絶した腎機能を補
うため透析療法を行うわけであるが，十分な透析がで
きないと，やはり P の蓄積が生じてくる．そのため，
いかに排泄能を上げるかが基本となるが，併せて P

の流入経路に関しても注意を払わねばならない．これ
らの事を勘案すると四つのポイントがあげられる．

①　食事より入ってくる量を調節（食事・栄養指導）
②　透析による P 排泄強化（透析効率の向上）
③　排便からの P 排泄増加（排便のコントロール

や P 吸着剤の使用）
④　骨からの P 動員の抑制（適切な PTH のコント

ロール）

2　食事・栄養指導のポイント

従来より P をできるだけ負荷しないという主旨で，
蛋白制限が積極的に指導されてきた．しかしながら，
単なる蛋白制限は透析患者の栄養状態を低下させる危
険性もあり，難しい問題を含んでいる．現在の考え方
としては，蛋白質は必要量摂取してもらい，P 吸着剤
などで高 P 血症を予防するほうが，単なる制限よりも
生命予後にとっては良いことも報告されている．また，
同じ蛋白質でも動物性蛋白質よりも植物性蛋白質のほ
うが P の吸収率が低く，高 P 血症をきたしにくいこ
ともわかっている．さらに，最近の注目点としては蛋
白質より吸収される P は有機 P であるが，添加物に
使用される P は無機 P であり，ほぼ 100％ 吸収され
てしまう．そのため指導の場面では単純に蛋白制限の
みを説明するのではなく，添加物の危険性をしっかり

生野愛和病院透析センター
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と教育することも重要である．

3　透析効率の向上

透析療法は P 排泄にとって強力な治療法であるが，
理論上，週 3 回で 4 時間の透析では十分な P 排泄は見
込めない．また，透析の血流量（QB）や Kt/V などの
透析効率の指標が十分でないと，さらに P の排泄量が
低下してしまう．これらの問題を解決するには，ダイ
アライザーの種類の変更，透析時間の延長（長時間透
析など），さらには血流量の増加など，効率を少しで
も上昇させる工夫を患者の状態が許す限り考えていか
なければならない．

4　排便からの P 排泄増加

第 2 の P 排泄経路として重要な役割を果たしている
のは排便であるが，まず基本として便秘の解消を考え
ねばならない．特に現在使用されている P 吸着剤はす
べて排便が整っていることが大前提となる．どうして
も透析を行うと便秘傾向の患者が増えてしまうため，
吸着剤を使用する場合には排便状況の確認が基本とな
る．下剤をうまく使用してあげるだけで血中 P 値の低
下が認められる患者も少なくないことが経験される．

排便状況も問題ない状態で P 吸着剤の登場となるが，
近年，種々の吸着剤が発売されるようになってきた．
アルミニウム（Al）製剤の問題後，カルシウム（Ca）
製剤が広く使用されることとなったが，高 Ca 血症の
問題でビタミン D（VD）製剤が充分に使用できず，
PTH のコントロールがしにくくなる弊害が認められ
るようになったため，2000 年から Ca 非含有製剤が
次々と登場してきた．

現在，使用されている Ca 非含有吸着剤は 2 群に分
類され，ポリマー系吸着剤には塩酸セベラマーとビキ
サロマーが含まれ，金属系吸着剤には炭酸ランタン，
クエン酸第二鉄およびスクロオキシ水酸化鉄が使用さ
れている．各製剤ともにおのおの興味深い特徴を有し
ている．現在のトレンドとしては，Ca 含有吸着剤は

透析患者の予後に強いインパクを有する FGF23 を上
昇させてしまうため，むしろ FGF23 を低下させる Ca

非含有吸着剤を中心に使用されるようになってきてい
る．各製剤の特色を考えて，各透析患者にあった処方
をすることが医療サイドには強く求められる時代にな
ってきている．

5　骨からの P 動員の抑制

このポイントは案外二の次に押しやられてしまうこ
とも多いが，透析患者の血中 P 値と血中 PTH 値はか
なり平行して動くことが以前より知られている．PTH

が上昇すると当然のことながら骨が融解し，Ca と共
に P も血液中に動員されてくるため，P のコントロー
ルに難渋する症例では PTH の状況を見直すことが大
切である．

PTH のコントロールのための第一選択薬は静注 VD

製剤であるが，副作用として高 Ca 血症があげられ，
それ故血中 Ca 値が高い患者には使用しにくくなって
しまうため，やはり Ca 含有吸着剤の使用は控えたほ
うが PTH の治療にも適当と考えられる．なお，ある
程度二次性副甲状腺機能亢進症の病勢が進むと Ca が
上昇してくるが，その時はシナカルセト塩酸塩の併用
を考慮することとなる．現在までに，VD 製剤とシナ
カルセト塩酸塩の併用が患者の予後などにとっても有
用なことが次々と報告されてきている．しかしながら，
薬剤耐性や不十分なコントロールしかできない症例に
関しては，積極的に副甲状腺摘出術（parathyroidecto-

my;  PTx）を検討すべきと考えられる．

おわりに

以上，P のコントロールについて大切なポイントを
まとめたが，単純に P が上昇しただけで P 吸着剤の
使用を開始するのではなく，他の P を上昇させてい
る要因を一つずつ見直すことも，患者に合った治療法
を探すうえで重要なことと思われる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊



2016 年熊本地震時の透析の状況 635

1　地震時の状況

2016 年 4 月 14 日および 4 月 16 日に熊本県熊本地
方を震源地とする最大震度 7 の熊本地震が発生した．
4 月 14 日午後 9 時 26 分の前震後の県内の透析施設の
被災状況は 93 施設中 7 施設，257 名の患者が透析不
可となった．4 月 16 日の本震直後には県内 93 施設中，
熊本市およびその近郊の 27 の施設が主に水要因（断
水，水質汚濁）のため，透析不能となった．

2　地震後の経過

4 月 16 日午前 7 時半過ぎには，福岡県透析医会会
長の百武宏幸先生より，「県外での透析が必要であれ
ば，福岡県が引き受けます」と連絡をいただいた．午
前 8 時半頃，熊本県臨床工学技士会の災害担当理事が
熊本県の透析施設に一斉メールし，日本透析医会災害
時情報伝達ネットワークに施設状況を 16 日の午前中
に書き込みするよう依頼した．その後，熊本市および
その近郊は断水で透析できない施設が多いが，県北，
県南，人吉球磨地域，天草地域の施設は被災しておら
ず，県内で透析可能な施設に透析不可の施設が依頼透
析をして，かなり透析できていることが判明してきた．

各施設の透析時間は 2～4 時間であった．同日午前
に熊本県医療政策課より県でも積極的に動くので，給
水が必要な施設は直接電話するように連絡があった．
また同日午後に厚労省健康局がん・疾病対策課より電
話があり，「県内すべての施設に状況確認の電話す
る」と言われ，その結果を県の医療政策課と本会と熊

本県臨床工学技士会事務局にメールされた．4 月 17 日，
「給水船が午前 8 時に熊本港に到着するので，透析施
設に優先的に給水する」という連絡があり，自衛隊で
給水してもらえることになった．しかし，1 施設当た
りの必要な水の量が多いこと，道路が混んでいること
もあり給水は思うように進まなかった．

4 月 19 日には熊本市内のかなりの施設で水の問題は
解決した．4 月 25 日より大規模損壊があった数施設を
除く，ほぼすべての施設で通常の透析が可能となった．

3　まとめ

熊本地震で，3 日以上透析ができなかった患者は皆
無であった．この理由として，依頼透析がスムーズに
いったこと，ほとんどの施設で地震対策をしていたこ
と，地震直後より日本透析医会を通じて近隣県の透析
医会よりバックアップがあったこと，地震時，施設透
析をしていなかったこと，津波が無かったこと，通信
が比較的保たれていたことなどがあげられる．

今回の問題点としてネットワークへの書き込みが
2/3 しかできなかった．給水車で水を持ってきても施
設にポンプがないため，給水に時間がかかった施設が
あった．物資が来ても仕分けして配る人がいなかった．
入院患者の給食の食材の備蓄が減り，食材確保が困難
な施設があった．スタッフ自身も被災しながら，また
学校が長期に休校となり，子供を職場に連れてきて働
いていたスタッフが多く疲労が溜まっていた．患者移
送手段が施設でバラバラであったなどがあげられ，今
後の課題と思われる．

宇土中央クリニック/熊本県透析施設協議会
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﹁IPD から CAPD へ―What is IPD ?―﹂     賴岡德在　

私が初めて透析医療に接したのは，46 年前（1970 年）の広島大学医学部医学科 3 年生（現； 医学部 5 年

生）時に国家公務員共済組合連合会呉共済病院で学生実習を行った時である．当時は，現在主流であるホロ

ーファイバー型人工腎臓ではなく，キール型人工腎臓であり，セロファン膜を張り替えて治療にあたってい

たのを記憶している．

1972 年，大学卒業時に上記病院での 2 年間の臨床研修を選択し，透析療法に関する知識と技術を習得した．

加えて，腎臓病患者の診断・治療に必要である腎生検，病理診断にも興味を覚えた．この体験が腎臓内科医

への礎となった．今で思えば，現制度の初期研修の走りであった．血液透析（HD）はすでに保険適用とな

っていたが，台数も少なく，適用疾患も限られていた．

高齢で多発性骨髄腫による慢性腎不全患者の主治医を任された時，腎代替療法について検討した結果，腹

膜潅流（現； 間欠的腹膜透析（intermittent peritoneal dialysis;  IPD）と呼称）を行うこととなった．套管針

を用いてカテーテルを腹腔内に挿入し，温めた潅流液を注入，90～120 分間貯留後に排液する操作を数回繰

り返すことで除水と尿毒素の除去を図った．腹膜潅流後はカテーテルに替え，腹膜ボタンを挿入した．この

操作を隔日ないしは毎日繰り返すことにより，約半年間その患者は生存し，家族から感謝されたことが脳裏

に焼き付いている．また当時，IPD は肺水腫を合併し，起座呼吸にて緊急搬送された腎不全患者を対象に除

水目的で応用され，HD への橋渡しとして患者救命に役立てられていた．

さて先日，平成卒業の腎臓内科専門医と食事をする機会があった．そのさい，“What is IPD ?” の話となっ

た．「自分たち世代は IPD という言葉は知っているが，連続携行式腹膜透析（continuous ambulatory perito-

neal dialysis;  CAPD）のみで IPD の経験はまったくない」とのことであった．“昭和は遠くなりにけり” を痛

感した次第である．

ここで PD の歴史を振り返ってみたい．PD は 1923 年 Ganter により最初に報告された．その後，1940 年

代に Abbott らにより間欠的注入法，ブドウ糖による浸透圧除水の有効性が示された．1950 年代の終わりに

は，Maxwell が腹膜潅流液の基本組成を確立し，IPD は腎代替療法として開花した．しかし，透析効率の低

さ，治療に手間がかかることより，継続的な治療法としては下火となった．

1976 年 Moncrief と Popovich により，腹膜潅流液を長時間貯留し，1 日 4 回の液交換で済む equilibrium 

peritoneal dialysis という方法が発表された．ところが，瓶に入った潅流液を用いていたため ambulatory と

はいかなかった．その後，Nolph が追試し，Oreopoulos が瓶をソフトバッグに変更したことにより現在の

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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CAPD に発展，今日に至っている．私が行った IPD を英文誌に報告していれば，CAPD の原型として後世

に名前を残すことができたかも？

私のライフワークの一つとして，CAPD における腹膜障害機序および障害進展防止の解明，さらには腹膜

再生の研究がある．まずは，培養腹膜中皮細胞を用いて，酸性透析液，高濃度ブドウ糖液，AGE の腹膜障害

性を検討した．そして，高濃度ブドウ糖液は TGF-bの産生亢進を惹起し，中皮細胞の intercellular junction

を障害することを研究仲間と共に見出した．その後，各種成長因子，サイトカイン，線溶系因子，アンジオ

テンシン II などの腹膜障害性を示し，加えて腹膜障害における細胞内情報伝達機構についても明らかにした．

現在，日常臨床では，酸性液から中性液に，さらには bicarbonate 主体の PD 液に，また高濃度ブドウ糖

液からイコデキストリン液に改良されている．システム上も滅菌装置，APD の導入がなされ，腹膜炎の発

症頻度も随分と減少してきている．私共はさらに，培養腹膜中皮細胞，腹膜線維化モデルを用いて腹膜障害

進展を防止する薬剤について検討すると共に，腹膜再生も手掛けてきた．しかし，私の提唱する “PD com-

plete” には未だ至っておらず，今後の研究に期待したいものである．

CAPD は HD に比べ現在の普及率は 5％ 以下とマイナーであるが，高齢化社会に向けて，その長所を患

者・患者家族，行政，医療スタッフが十分に理解し，その普及に努力しあえば，近い将来，腎代替療法とし

てさらなる飛躍を遂げるものと確信している．

永年，カープ男子として応援してきた広島カープの 25 年ぶりのセリーグ優勝を祝し，稿を終えたい．
広島腎臓機構（広島県）　
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﹁歴史は繰り返す﹂     橋本史生　

私は 66 歳．腎臓内科医です．透析医療に携わってあっというまに 40 年近く経ちました．まだ現役で診療

しています．1980 年当初はエリスロポエチン製剤は存在しておらず，VitD 製剤も乏しくリン吸着剤はアル

ミゲルだけでした．

その当時からみると，現在の透析患者さんの予後や ADL は著しく改善したと実感しています．また，当

初は経験値による治療が多かったのですが，次第に学問としても透析療法が進み，色々な病態が明らかにな

り治療法も進歩しました．透析患者さんにとっても喜ばしい事と思います．

その反面，医師個々の力は低下しているように感じます．確かに医学は進歩して患者さんには福音となっ

ているのですが，それはテクノロジーの進歩であって医師個々としての進歩は乏しいのではないかと感じて

います．医学に限らずどの分野も同じと思いますが，テクノロジーの進歩があまりに速く，倫理面の進歩が

その速度に追いついていない気がします．テクノロジーの進歩と倫理面の進歩のバランスが悪いと思います．

倫理面が置いてきぼりを食らっているように感じてならないのです．医療面では，遺伝子に関連する分野の

倫理がついてゆけていないのにテクノロジーのみが加速しているように思えて危険すら感じます．

とくにコンピューター（PC）が臨床の場に登場するようになって，個としての医師自身の進歩の鈍化に

拍車がかかった気がします．若い医師にその傾向が強いと思われます．患者さんのほうを直視せず，いつも

PC ディスプレーを経由して患者さんと会話しています．非常に奇妙な光景が日常化しています．

昨今の医療風潮として二つの大きな流れを感じます．一つは訴訟社会を背景とした医師の防衛診療です．

「訴えられたら困るからこうしておこう」などの本来の診療とはべつの要素が入りすぎていると思います．

訴訟社会を背景とした医師の防衛診療は医師・患者双方にとって不幸な溝の形成となります．二つ目はなん

でもまず自分で診るという姿勢の欠落です．透析医たるもの透析患者に起きうるすべてをまず自分で診るこ

とという大原則が損なわれているのです．透析医たるものはあらゆる疾病のプライマリケアはできねばなり

ません．また生涯かけてやる努力をしなければなりません．それがろくに患者を診ないで他科へ紹介状をま

わす風潮が強くなってきているように感じます．この風潮は訴訟を背景とした防衛診療と表裏一体をなして

いると思われます．

簡単な疾患はまず透析医が診て治療すべきです．さらなる治療や検査が必要と判断した場合のみ専門医に

相談すればよいのです．なんでもかんでも即専門医を受診させたら透析医はなにもする事がなくなります．

他科受診が多くなると，他科から処方された薬と自分たちが処方した薬でおよそ内服が不可能になるくら

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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いの量が患者に投薬されます．その薬管理も透析医がしなくてはいけないのですがおろそかになりがちで，

薬の多さに患者が困惑しています．困惑だけならまだしも副作用の発生頻度が飛躍的に増大します．

透析治療は他に類をみないほど社会要素が強い治療法です．一人一人の社会的背景によって微妙に治療方

針が異なります．その社会生活にあわせた指導が透析患者には必要です．ひとりの透析患者の主治医として，

治療方針，検査計画，栄養指導，生活指導などなど真摯に患者と向き合う事が肝要と思うのですが，最近は

関わり方が妙に薄い気がします．

あまりにガイドラインの呪縛にとらわれすぎている気がします．ガイドラインは大まかな方向性を示して

いるだけで絶対遵守事項ではありません．ガイドラインが幅をきかせすぎて，患者個々の社会生活に合わせ

た必要なアレンジがなさすぎる気がします．

透析医療自体が 30 年を超し，透析患者が 30 万人を超えた現在，この風潮はやむをえないのかもしれませ

ん．昔のように少ない患者を密度濃く診る時代は終焉を告げたのかもしれません．時代の流れとはいえ，ち

ょっと寂しい気がします．

最近の若い先生方は勉強もよくするし，調べるべき事はよく調べてくるし，こちらの言う事にはほぼ 100

点の解答をします．大変いい子が多いです．でもそれだけです．器がなにか小さいのです．「おお～」と感

じさせるパワーを感じません．荒削りな魅力が少ないように思えます．これも時代の流れなのでしょうか．

医師歴 10 年未満の先生方に指導する機会があった時，「透析患者とは……」とか「透析医たるものは……」

など精神論を唱える事の多い自分に気づきます．自分らが若いころ，口うるさくわけのわからないことを言

っているお爺ちゃん先生がいました．きっと今，自分はそのお爺ちゃん先生の役割をやっているのだと思い

ます．
H・N・メディック（北海道）　
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﹁外科医から透析医になって思うこと﹂     亀川隆久　

私は，現在の病院：独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター（旧病院名は，健康保険南海病

院）に就職して 30 年が経過した．当院は，昭和 45 年に大分県で最初に透析を始めた施設であり，透析医療

の草分け期を経験してきたことになる．

昭和 61 年 7 月に当院に来た時は消化器外科医であったが，当時の恒松芳洋院長（九大 2 外科の先輩で，

当院の透析医療を立ち上げた先生）から，「透析もやってみたらどうか？」と誘われた．透析そのものは，

大学の研究生の時に透析施設に 1 回ネーベンに行った際透析風景を見ただけであり，学生時代の内科教科書

にも透析に関する記事はきわめて少なかったように記憶している．不安はあったが，「血管吻合を覚えるの

も良いなあ．今後，透析医療に携わることもないだろうし，この機会に透析を勉強してみよう．」と思い，

透析室に顔を出すことになった．

当時は，現在のような透析専門ということはなかったので，外科と内科の先生が兼務して診療にあたって

おられた．私は外科医としてきたので，透析はあくまで副業（？）と考えていた．しかし，慣れとは恐ろし

いもので，シャント手術や CAPD カテーテル挿入術が面白くなってきた．次第に，透析室で過ごす時間が

長くなり，外科は入院・外来から外来のみの診療へ移り，外科医師の増加とともに，ついには透析専従にな

り，現在に至っている．

私が当院に赴任したのは昭和 61 年なので，昭和 45 年に透析がはじめられた頃の状況は先輩職員の話によ

るしかないが，外シャント閉塞，長時間透析，透析中の嘔吐・血圧低下，透析膜漏出，貧血，頻回の輸血等，

現在では考えられない透析であったと聞く．

ある時，恒松先生に，「透析を始めた頃は大変だったですね．それに比べると，透析膜や薬や透析機器も

改善されてきた今の透析は楽ですね．」とお尋ねしたら，こんな返事が返ってきた．「必ずしもそうではない

よ．当時と今とでは困難さの種類・質が違う．他に治療法のない腎不全の患者さんの命を救えたのはよかっ

たが，高齢者の透析が増え，長生きして合併症を抱えての透析は大変だね．患者さんもきつかろう．透析し

て命が長くなることだけで善し悪しはわからないと思う．」という趣旨の返事だった．

「医学の進歩は素晴らしいね．患者さんも楽だろう．」という返事を予想していた私は，ハッとした．命が

大切とはいえ，「透析患者さんの本当の充足した生活，尊厳を保ったままの一生」を実現するにはどうした

らよいだろうかと考えざるをえない．

全国的に糖尿病性腎症が増え，透析導入時平均年齢は 70 歳近くであり，施設入所者や要介護者が多くな
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ってきた．当院の透析患者さんも同様である．さらに，通院手段や増加する医療費の問題等は，単に，透析

医療の技術の改善だけで解決できるものではない．

透析室にいると，「ベッドに横になりじっと透析を受けておられる患者さん達は，どういう気持ちだろう

か？」と思うことが増えてきた．現在，チーム医療，全人的医療，尊厳や QOL の向上・維持等の大切さが

叫ばれている．外科医から透析医になってのこれまでを振り返ると，外科や他の診療科でもこれらのことが

大切であることはもちろんだが，透析医療では，これらの言葉が私たちに問いかける意味はより重いと思う．

透析適応，導入見合わせ，中止に関して真剣に考える時期ではなかろうか．医療従事者だけでなく，患者さ

ん自身，ご家族の方も含め，透析医療に関わるすべての人達が．
南海医療センター（大分県）　
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﹁はじめに﹂     山㟢親雄　

神田の日本透析医会事務局には，設立当初よりの会議録や文書資料が残っています．このたび，事務所が

手狭になったため，この資料を整理することになりました．しかし，当時を知る執行部の先輩方は鬼籍に入

られた方もあって，自ら進んで，私がこの役を引き受けることにしました．段ボール 7 個分の資料ですから，

設立当初からの文書資料とするには少なく，かなりの部分が，すでに整理され，廃棄されていたかもしれま

せん．

一方，当時の専務理事であった太田裕祥先生（大学は名古屋でしたが，神田で生まれ育っており，先生の

強い希望があって日本透析医会事務所が神田に置かれたと聞き及んでいます）や，鈴木満先生（伝通院の近

くで生まれ，江戸時代からの言い伝え通り，箱根の向こうにはオバケが住んでいると信じていたチャキチャ

キの江戸っ子です）は，例えば厚生省との交渉事や暗黙の了解は，文書に残すべきではないという強い信念

を持っていて，そのために残した文書が少なかったのかもしれません．鈴木先生には，常任理事会のあと，

日本透析医会事務所近くの蕎麦屋（大晦日の年越しそばで NHK に紹介される）で飲んで日本透析医会の仕

事に関する内容の話していると，「壁に耳あり……」と時代劇風な注意を何度も受けたのを思い出します．

ほんのちょっと小耳にはさんだことでも，ずいぶん脚色して，燃え上がる鉋屑のようにペラペラしゃべって

しまう私とは，危機管理意識が大違いでした．

さて，資料の中身を読み始めてみますと，「聞いてはいたけれどもそんなこともあったんだ」とか，「真実

はこれだったのか」という内容も沢山あります．そこで，こうした重要な文書はただ整理するだけでなく，

会員にも知っておいていただくべきと判断し，日本透析医会雑誌を編集する広報委員会にお願いし，一話完

結のシリーズで書かせていただくことにしました． 

もっとも私は，平成 6 年の診療報酬改定準備のころ，唐突に常務理事に就任し，それまでは，災害対策委

員会（土屋隆委員長（長野）：後に日本医師会常任理事に就任）や，廃棄物処理委員会（山川眞委員長（大

阪）：ご子息が現山川智之常務理事）の委員として参加していただけですから，当時あるいはそれ以前の執

行部でどのような話し合いが行われていたかは知る由もありません．そこでできる限り資料に基づいた事実

をと思って書きますが，科学論文ではありませんので，先にも書いたようにスポークスマンとしての私は，

「見てきたようななんとやら……」に近く，それなりに修飾されたノンフィクションのつもりでお読みくだ

さい．ただ，あまりに事実と異なっては困りますので，私よりもう少し先に常務理事となっていた吉田豊彦

先生（千葉）に確認していただいたうえで，投稿させてもらいます．

神田秘帖神田秘帖
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シリーズの名前は，おこがましくも吉川英治の「鳴門秘帖」をまねて，「神田秘帖」としました．もちろ

ん秘帖とは，秘密の記録・手帳のことです．でも会議記録や診療報酬改定要望書などは秘密文書ではなく，

当然公開してしかるべきものです．したがって鉋屑と自称する私でも，本当に不都合な部分は，腹にしまっ

ておくこともあると理解しておいてください．

なお，当時の理事であった先生方の中には，異なった機会を通じて，私の書いた文章の内容が間違ってい

たり，まったく別な情報をお持ちの方もあろうかと考えております．その時には，個人的に，あるいは広報

委員会あて，内容の追加や訂正をして下さい．

追伸：もう頼まれ原稿も，講演もお断りすると宣言して 1 年がたちます．ただ今回は，長く日本透析医会

で仕事をしたものの義務として，書くことにしました．お許しを．
日本透析医会名誉会長/増子クリニック昴　
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1　苦い経験

患者に真実の病名や病状を告げることが日本でも次
第に一般的になってきたのは，おそらく 1980 年代後
半であろうと思う．告知は告げる方にも告げられる方
にも難しさと困惑さがまとわりつく難行であると，す
べての臨床医が感じている．例えば「あなたは胃癌で
す」と真実を患者に告げることは職業上の義務だと割
り切れば，できないことはない．しかし，真実を告げ
た後，ことに絶望的かそれに近い病態の場合に，その
状態にあってなお希望を失わせないフォローアップを
どうするかはすこぶる困難な作業であって，経験豊富
な先輩からもそう簡単には伝授してもらえる技ではな
い．私個人の病名告知にまつわる苦い経験の一つを，
お聞きいただきたい．

大学を出て約 10 年，1972 年の頃である．幸いに先
輩や後輩に恵まれ腹部外科医として一通りの手術を経
験させてもらった時期で，怖いものなしと今顧みると
不遜ながら心密かに感じていたように想起する．患者
は 44 歳男性で，胃内視鏡所見から進行度 3A であろ
うと推定されて，内科から外科へ紹介されてきた．癌
腫の占拠部位は小弯側胃角やや口側であった．胃をほ
ぼ全摘出して Roux-en-Y 法で再建した．摘出部の病理
検査は T3N2M0 で，胃癌進行度は 3A となり，5 年生
存率は fifty-fifty と予想された．

1972 年頃の手術で，患者には進んだ胃潰瘍
4 4 4

で胃切
除術を要することを説明したが，至極あっさりと同意
してくれた．患者の家族として患者とその妻双方の父

親が，入院の直後に面会を求めてきていた．「患者の
妻（つまり，一方にとっては娘であり一方には息子の
嫁）が臨月間近であり，お産を無事に済ませてやりた
い．私共には初孫なのです．そこで娘には，患者が胃
癌だということを伏せておいてほしい」という注文で
あった．75 歳を超えているお二人はすでに内科の医
師から胃癌だということを説明されており，晩婚の一
人息子・一人娘に嬉しいことに子が授かったという仕
儀である．上司とも相談したがよかろうということに
なり，患者もその妻も病名は胃潰瘍だという理解で，
所定の術後処置を終えて患者は 24 日目に退院した．

患者の夫人は私共の病院の産科で夫の術後 4 日目に
無事に男児を出産して，外科の病室で親子 3 人は感激
の対面を済ませていた．私共にも大任を果たしたとい
う嬉しい瞬間であった．若い患者であり，5 年生存率
の可能性が 50％ だということが当初私の気を重くし
ていたが，忙しい毎日でその深刻さをしだいに忘れて
いった．といっても，術後 3 年間は 2～3 週間に 1 度，
外科再来を受診してくれていたのである．

特に大事もなく経過していた術後の 3 年 2 カ月目，
この患者から転勤で T 市へ転居することを告げられ
た．T 市立病院には大学同門で旧知の医師が赴任して
いたので，転書を書いて転院していただいた．胃癌だ
が当時の常識として患者本人には告げていないことな
どは特に記さなかったが，患者の妻には告げず双方の
父親に告げたことは確りと書いた覚えがある．

1980 年の 11 月であったか，手術を終えたばかりの
私に中年の女性が面会に来ているとの電話があり，外

メディカル・エッセイ

病名告知・小考（2）

大平整爾

札幌北クリニック
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科外来へ赴いた．小学低学年の子連れの女性であった
が，話しているうちに T 市へ移ったあの胃癌患者の
奥さんだとわかった．これからが大変であった．事態
をよくよく理解・納得してもらえるまでに優に 3 時間
半を要したのだった．あの患者は 3 カ月前に癌性腹膜
炎で逝去していたことを告げられ，何故，術当時，胃
癌が胃潰瘍だという説明になったのかを知りたいとい
う要請であった．

私共での胃切除術の 8 年後頃から患者の体調は不調
となり，T 市立病院で入退院を繰り返すようになった
らしい．患者は最後の入院の 1980 年 7 月には，夫人
に「自分は胃癌で後もう少ししかない，子供を頼むね，
先に逝ってお前にすまない，元気にな」と告げたとい
う．夫人のこのあたりの聞くも辛い述懐を，看護師長
が心強いことに同席して一緒に聞いてくれていた．患
者の病状悪化に伴い胃癌の再発という説明が担当医か
らなされたが夫人には癌という言葉は晴天の霹靂であ
り，私の友人である担当医を問い詰めたらしい．夫人
は友人医師の説明で大方のことを知ったが，当時の担
当医たる私からも確りした納得いく説明を得たいとい
うもっともな言い分であった．私が詳しい病状と予後
の説明をした二人の父親は，あろう事か 3 年前と 2 年
前に共に他界しておられた．手術当時すでにご高齢で
あった．このお二人も真実の病名について，一度も触
れなかったのであろう．

あの当時，臨月であった夫人に精神的な動揺を与え
まいとした二人の父親の心遣いに，私も賛同したので
あったが，即時的な短期間の配慮（事なかれ）に終始
してしまっていた．この夫人が無事にお産を終えたこ
の後のどこかの時期に真実を告げていい時期があった
のではないかと振り返るのだが，この事例では転院し
て定期的な面接の機会が失われてしまっていることも
大きな難点になっていた．転院先の担当医に依頼する
という方法もあったのだろうが，二人の父親の死去も
あって，そこまではとても頭が廻らなかったことを羞
じるのである．

古い病歴を見返しながらの 3 時間半の話し合いは私
には針の莚であったが，誠意が通じたのか夫人が「事
情はよくよくわかりました．私の周囲の人々の好意を
強く感じて嬉しく思います．授かったこの子と，夫を
思いながら暮らします．」と言ってくれて安堵したこ
とであった．話し合いの間に夫人は何度も声を詰まら

せ時ならず涙したが，その度に同席した 8 歳の男児は
厳しく詰るような視線で私を睨みつけ母親の右手を小
さな両手で握りしめていた．二人が深くお辞儀をして
立ち去った後で，あの子が今後母親を守るのだなと強
く感じた．

2　告知の必要性と難しさ

中等度以上に進行した悪性腫瘍は優れた慎重な手術
であっても何個かの悪性細胞は生き残り，時間を経て
再び悪さをするに至る．真実を伝えずに患者を診続け
ると，いつかは確実に隠蔽が露見して両者の関係は悪
化することが通常の成り行きである．たまに，患者が
癌を察してくれていることを私共が感じ取れる事態も
あるが，これも中々に辛い状況ではある．真実を伝え
ることがよいに決まっていようが，医師にとっては心
理的に負担の大きな仕事であり，既述のようにフォロ
ーアップの技を磨き上げなければならない．絶望の淵
に希望を見出して示すという困難を極める作業である．
「真実を告げ予後を告知しても医師・患者の関係性

は悪化しない」と題する論著を見掛けた（Enzinger 

AC, et al. : Outcomes of prognostic disclosure : Associa-

tions with prognositic understanding, distress, and rela-

tionship with physician among patients with advanced 

cancer.  J Clin Oncol 2015;  33 : 3089-16）．この論文は
「予後の開示は，患者・医師関係を悪化させることは
ない」と断じているが，対象 560 名の患者に相対した
医師の態度・説明の仕方・話術などがどうであったか
は論著からは読み取れない．これらが良かったから，
こうした結果が得られたのだと納得したい．

昨今著しい増加で世人の注目を集めている認知症の
病名告知には他疾患にはない難しさが伴うが，幸いに
その病名を告げる立場にはなく安堵しきりである．

3　自己決定（権）の問題点

病名告知に伴う特異性や深刻度は疾患それぞれで異
なるわけであり，一刀両断にはしかねる難しさがある．
病名の告知を患者の自己決定に委ねるという方針の医
療機関がアメリカでは多いと聞く．平たく言えば，

「真の病名を知りたいと申し出た人には，お教えいた
しますよ」という主義であろう．自己決定（権）は，
今日の医療の根幹をなす重要な一要素である．しかし，
意思決定者は理性的で論理的な存在が要求されるので
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あって，そのために以下のような諸問題が涌出する．
①　どんな情報が患者に与えられるか．
②　患者のほしい情報が与えられているか（自分の

事であってもすべての時間を医療に費やせない，
絶望的な情報はほしくない）．

③　患者の与えられた情報に対する理解度．
④　決定に関する他者の関与（なかなか自分だけで

は決められない）．
⑤　充分な情報を得たとしても患者が必ずしも合理

的な決定を下しえない（患者は自己に好都合な情
報を繋ぎ合わせがちである）．

⑥　「自己決定権」は自立性のない者を保護できる
だろうか．

現代医療を円滑に進めていくうえで自己決定は必要
不可欠な要綱ではあるのだが，以上 6 項目を熟慮する
必要がある．真実を告げるという冷徹で知的な作業に
は，それを包み込む温かな心配りが欠かせないのであ
ろう．純粋な医業の後先に，それに劣らない重要な仕
事があることを痛感するのである．（諸賢から当然の
事象だから言うに及ばぬというお叱りを得そうである
が，当たり前の事柄を明記することにも多少の効用が
あろうからご容赦願いたい．）
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1　はじめに

日本透析医学会の 2014 年末の統計調査報告による
と，秋田県の透析患者数は 2,050 名（血液透析患者
1,991 名，腹膜透析患者 59 名）と全国で 4 番目に少な
く，基幹総合病院 10 施設を含む 42 施設で患者の治療
に当たっています．また，県内の透析医会会員は 10

名しかおらず，「日本透析医会秋田県支部」という組
織は存在しません．

秋田県内の透析医療は，当初，秋田大学，東北大学，
新潟大学，弘前大学および岩手医科大学附属病院から
派遣された，泌尿器科医や腎臓内科医により個々に行
われておりました．現在は，県内の全透析施設が所属
する「秋田腎不全研究会」（事務局：秋田大学医学部
附属病院泌尿器科）を中心として，腎不全およびそれ
に関連する疾患の知識と技術を高揚し，地域医療に貢
献するべく活動しております．

2　秋田腎不全研究会

秋田腎不全研究会‡1）は，1997 年，秋田県の腎不全
診療，血液浄化療法，腎代替療法等の，疫学・病態・
診断・治療・看護に関する幅広い研究を通し，この分
野の発展に寄与することを目的に，加藤哲郎前泌尿器
科教授（現：秋田大学名誉教授）を中心に設立されま
した．現在は，羽渕友則（秋田大学附属病院長，腎泌
尿器科教授）会長を中心に，副会長 1 名，常任幹事 9

名，幹事（透析施設から 1 名，秋田県臨床工学技士会
2 名，秋田県透析従事者交流会 1 名）が役員となって

運営しております．
事業内容としては，①年 1 回の学術集会の開催，②

年 1 回の研究会誌『秋田腎不全研究会誌』発刊（1998

年 12 月 Vol. 1 創刊，2012 年の発刊誌から医学中央雑
誌収載），③年 1 回の，腎不全医療に関する市民公開
講座の開催，④その他，本会の目的を遂行するために
必要な事業等を行っております．本年の学術集会とし
ては，佐藤滋先生（秋田大学医学部附属病院腎疾患先
端医療センター教授）を当番幹事として，第 20 回秋
田腎不全研究会を，平成 28 年 11 月 26～27 日に秋田
市で開催する予定です．

3　秋田県透析施設災害ネットワーク

秋田県透析施設災害ネットワークは，2009 年，秋
田腎不全研究会が「災害発生時の透析医療を円滑に行
う，県内透析施設の支援機関」として立ち上げ，秋田
県臨床工学技士会と連携して活動しております．

3-1　災害ネットワークシステム（図 1）

秋田県を 9 ブロック（各ブロックは 3～6 施設から
なる）に分け，各ブロックの基幹病院を地域本部とし，
事務局を秋田大学医学部附属病院に置いております．
各施設の代表者（医師）と副代表者（臨床工学技士，
看護師長，他）はメーリングリスト（ML）に登録し，
災害発生時には ML で情報交換を行うことにしており
ます．

災害発生時，透析医療に関する問題は基本的にはブ
ロック内で対処し，状況によっては他のブロックも協
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力体制をとることになっております．透析施設は随時
情報を ML に UP し，ML 登録者は随時 ML を開き，
その時点の県内各施設の動向を共有することにしてお
ります．

3-2　災害ネットワークのこれまでの活動

2009 年，秋田県臨床工学技士会が秋田県内 13 市に
対して，災害時の給水についてアンケート調査を試行
しました．市の多くは，透析施設の把握はしていまし
たが，透析治療に大量の水が必要であるという認識が
なく，災害時に十分な対応が得られる状況にはありま
せんでした．災害ネットワークと各自治体との間の連
携を強化する必要性が，改めて感じられました．

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発生時は，停電と
サーバーダウンのため ML が使えず，ML による情報
共有が行えるようになったのは 13 日からでした．

ML が機能しない場合の代替連絡手段として衛星電
話の使用が考えられますが，県内施設に問い合わせた
ところ，42 施設中 14 施設（33％）がすでに衛星電話
を設置しており，14 施設が今後の設置を検討してい
るという結果でした．災害ネットワーク本部と衛星電
話設置施設との間で通信テストを行ったところ，スム
ースな情報伝達が可能でした．

2012 年からは，年 1 回，患者（秋田県腎臓病患者
連絡協議会）・行政（秋田県健康福祉部健康推進課，

総務部総合防災課）・災害ネットワーク（秋田腎不全
研究会，秋田県臨床工学技士会）の三者懇談会を行っ
ております．また，2014 年から，各ブロック内での
連絡強化を目的として，ブロックごとに基幹病院に集
まり，協議会を開催しております．

4　おわりに

「日本透析医会秋田県支部」が組織化されていない
こともあり，これまで，日本透析医会災害情報ネット
ワークの災害時情報伝達訓練に，秋田県からの参加は
ありませんでした．しかし，2016 年 9 月 1 日の第 17

回災害時情報伝達訓練には，秋田県災害ネットワーク
本部（秋田大学医学部附属病院）と秋田県内の透析医
会会員の全施設が参加しました．

震災時施設情報の送信（訓練）のシナリオは，秋田
県透析施設災害ネットワーク事務局の齋藤満先生（秋
田大学医学部附属病院血液浄化療法部講師，秋田腎不
全研究会事務局長）に依頼し，「秋田県地震被害想定
調査報告書（概要版）」（平成 25 年 8 月）から，想定
地震 No. 7 秋田仙北地震【M＝7.3，最大震度 7】を引
用して作製して頂きました．今回の訓練では，各施設
から地域の想定震度から考えられる情報が正確に送ら
れており，これからの，秋田県透析施設災害ネットワ
ークの災害時訓練にも，今回の訓練参加が役立つもの
と考えられました．

図 1　秋田県透析施設災害ネットワークのシステム
（秋田県透析施設災害ネットワーク事務局提供）
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はじめに

清流の国，岐阜県の人口は 202 万 4,367 人であり，
透析患者数は 4,693 人，うち腹膜透析患者数は 110 人
であります．今回，岐阜県透析医会で取り組んでいる
事業について紹介させていただきます．

1　学校検尿システムへの取り組みについて

2004 年より岐阜県方式の学校検尿システムが開始
されて 12 年が経過しました．岐阜県透析医会も副会
長はじめ数名の会員が委員として参加し，積極的にシ
ステムの事業に関与しています．解決しなければなら
ない課題も多く認められ，2003 年以前の学校検尿シ
ステムの問題点とそれに対する対応は以下のとおりで
す．

まず，学校検尿で異常が発見されても医療機関を受
診しない生徒が多数存在していたということをあげる
ことができます．そこで，2 次検尿後の判定委員会で
は「要受診」，「異常なし」に分けるだけでなく，可能
性の高い診断名・病態を付したうえで「要医療」，「要
観察」，「異常なし」に分け，学校や家庭で受診の必要
性を理解できるようにしました．

また，地域間での学校検尿陽性率に差異があり，そ
れは検査機関の精度格差によることが判明しましたの
で，入札の仕様書に試験紙による判定は機械で行い，
2 次検尿では沈渣を入れるようにしました．さらに，
医療機関を受診しても適切な診断と管理がなされてい
ないことに対して，受診後にも判定委員会を開催し，

医療機関での診断・管理についての検討を行い，生徒
に不利益が生じる可能性があると判断される場合には
医療機関に対し意見書を送付し，適切な診断と管理を
依頼しました．

岐阜県方式の学校検尿システムにおいては，中学校
までの公立学校は市町村教育委員会が学校検尿を実施
し，地域医師会が教育委員会から依頼を受け，判定委
員会を開催しています．2004 年の開始時には判定委
員会の対象となる生徒が 50％ 弱でしたが，現在では
90％ 弱となっており，岐阜県での大部分の小中学生
が定期的に腎疾患の早期診断のための検尿を行ってい
ます．また，近年の特徴として検尿にてブドウ糖陽性
の肥満者が多く，糖尿病ないしはその予備群が小学生
から認められるということをあげることができます．
なお，県立高校では県教育委員会の指導のもと高校ご
とに検尿の入札を行っています．2004 年には県教育
委員会から，県医師会への委託事業としてモデル校を
対象とした事業として始まりましたが，現在ではすべ
ての県立高校が対象になっています．

2　慢性腎臓病への取り組みについて

2002 年 に 慢 性 腎 臓 病（chronic kidney disease;  

CKD）という疾患概念が提唱され，かかりつけ医と
腎臓専門医による病診連携の重要性が提唱されるよう
になりました．しかしながら，その連携は必ずしも十
分とは言えないのが現状でした．かかりつけ医にCKD

の概念や治療への取り組みを理解していただくととも
に，腎臓ならびに透析専門医も CKD に対する一層の
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理解を深めることが求められています．岐阜県の成人
のうち CKD に該当する方は約 20 万人と推定され，
現在の透析患者数は 4,693 人で，県民の 430 人に 1 人
に該当します．

岐阜県の CKD への取り組みは，岐阜県慢性腎臓病
協議会を設立することからスタートしました．世話人
会のメンバーは 13 名で，医師 9 名，薬剤師，看護師，
栄養士，保健師各 1 名であります．医師全員が透析医
療に関与し，日本透析医学会の専門医・指導医であり
ます．また，岐阜県は CKD への取り組みに力を入れ，
2013 年には県医師会に依頼し，「CKD 診療マニュア
ル」を作成・普及し，2014 年には「CKD 手帳」を用
いた腎臓専門医とかかりつけ医の病診連携を推進しつ
つあります．そして，2015 年には岐阜大学に県が出
資した CKD の寄付講座が開設され，CKD への取り
組みは大きく前進しました．

岐阜県で行われている CKD の事業内容は，
①　CKD に関する普及啓発
②　保健指導従事者の研修などを通じた人材育成
③　地域における医療連携体制の構築
④　保健所による取り組み，すなわち保健・医療の

連携体制の構築
であります．このような取り組みの一つとして，CKD

寄付講座と慢性腎臓病協議会が共催して開催している
市民公開講座があります．年に 1 回開催し，岐阜・西
濃・中濃・東濃・飛騨の県内の医療圏を巡回していま
す．市民公開講座には透析患者ならびにそのご家族に
も参加していただき，積極的な意見交換を行っていま
す．

現在までの活動から以下のような成果があがったの
ではないかと思います．

①　市民に対しての講演会やリーフレットなどの普
及啓発教材の作成・配布により，CKD やその予
防啓発が拡がった．

②　保健指導従事者の研修により CKD の認知度が
高まり，県内のすべての市町村において血清クレ
アチニンの測定が特定健診項目に導入された．

③　下呂市で行われている，生涯をつうじた行政と
医療機関が連携した保健指導体制を各市町村や保
健所に情報提供され，各地域での取り組みが推進
された．

④　「CKD 診療マニュアル」，「CKD 手帳」を用い

た医療連携が拡大した．
透析導入になった患者は保存期にどのような医療を

受けたかにより，予後が大きく左右されます．岐阜県
透析医会は，蛋白尿などの検尿異常から透析・移植ま
で積極的に CKD 関連事業に関与して行く方針です．

3　大規模災害への取り組みについて

岐阜県では予想される東海・東南海・南海地震など
の災害による数多くの負傷者，被災者への保険・医療
を提供するため，「岐阜県地震災害等医療救護計画」
が策定されています．

なかでも，透析患者は定期的に透析を受けなければ
生命に関わり，早急に透析施設や透析液などの診療材
料を確保する必要があります．岐阜県では，透析患者
を含めた難病患者への支援の方針が，市町村レベル，
保健所を中心とした県災害対策支部レベル，県災害対
策本部レベルの観点からホームページ上に公表されて
います．

2011 年に発生した東日本大震災では，地震と津波
により，透析施設だけでなく，電気・水道・通信・交
通などのライフラインも機能不全となり，透析医療に
携わるものに多くの課題を提起しました．すなわち，

①　透析施設がどのような状況であるかが判明しな
いこと

②　透析患者をどのようにして透析施設に搬送する
か検討しなければならないこと

③　透析液，薬剤などの透析器材が確保され，使用
できるかが確認されないこと

をあげることができると思います．
岐阜県での災害時の透析患者への対応は，災害対策

本部を県庁内に設置して情報を集約するとともに，各
医療圏の保健所内に設置された県災害対策支部の要請
にもとづき，県内だけで対応できない場合は「日本透
析医会災害情報ネットワーク」へ，透析患者の受け入
れを要請します．また，透析に必要な水，透析液の確
保は，災害時における医療救護活動に必要な医薬品の
供給等に関する協定に基づき，県医薬品卸協会，県製
薬協会，日本産業・医療ガス協会に要請し，調達する
ことになっています．透析に必要な水，透析液，薬剤
を県内で確保できない場合は，他都道府県に応援要請
する計画です．

医療圏ごとに設置される県災害対策支部は市町村の
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要請にもとづき，災害対策本部に対して透析医療機関
への受け入れを要請します．さらに，市町村からの透
析に必要な水，透析液，薬剤の確保について要請を受
けたときは，災害対策本部に対して調達を要請します．
市町村での対応は，まず保健活動により把握した透析
が必要な患者に対して，災害対策支部を通じて透析医
療機関への受け入れ調整を要請します．さらに透析に
必要な水，透析液，薬剤の確保が困難な場合は，災害
対策支部に応援を依頼することになっています．

岐阜県透析医会は的確な患者情報，透析施設の状況，

不足している物資を専門的な観点から把握し，市町
村・災害対策支部・災害対策本部に情報を提供し，災
害医療の中心としての役割を演じるべく決意していま
す．

おわりに

以上，岐阜県での透析医会の活動について報告させ
ていただきました．本会の活動に対してご意見をいた
だければ幸いです．
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1　歴　史

昭和 52 年 1 月 23 日，初代会長江本侃一先生のもと，
適正な透析療法の普及，技術の向上およびスタッフの
教育・研修を行うとともに，腎不全対策の推進，会員
の倫理の昂揚・資質の向上・社会福祉増進を目的とし
て，福岡県血液透析施設協議会が発足した．平成 29

年 1 月で 40 周年を迎える．平成 7 年 1 月，福岡県透
析医会に名称変更す．

2　会員構成

2-1　歴代会長

S52～55 年：江本侃一
S56～57 年：中村定敏
S58～59 年：後藤宏一郎
S60～61 年：合屋忠信
S62～63 年：藤見　惺
H1～2 年：市丸喜一郎
H3～4 年：佐田禎三造
H5～6 年：南　浩
H7～8 年：木村耕三
H9～10 年：木村耕太郎
H11～12 年：東泰弘宏
H13～14 年：今立俊一
H15～16 年：隈　博政
H17～20 年：中嶋文行
H21～22 年：平方秀樹
H23～26 年：菰田哲夫

H27 年～：百武宏幸

2-2　役　員

副会長 4 名（福岡ブロック・北九州ブロック・筑豊
ブロック・筑後ブロック）

理事 18 名，監事 2 名（年 6 回理事会開催）

2-3　会　員

会員数：184 名
施設数：146 施設（福岡ブロック 63 施設，北九州

ブロック 39 施設，筑豊ブロック 15 施設，筑後ブロッ
ク 29 施設）（図 1）

た　よ　り

福岡県支部だより

百武宏幸

福岡県透析医会会長

図 1　福岡県の 4 ブロック
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3　学術活動

講演会は感染症対策学術講演会・学術講演会・安全
管理セミナーを毎年開催している．

昨年 9 月 10 日開催の安全管理セミナーでは，日本
透析医会常務理事の山川智之先生に「東日本大震災に
学ぶ透析医療の災害対策」というタイトルで講演をお
願いした．本年 6 月 2 日開催の第 14 回感染症対策学
術講演会では，東北大学抗感染症薬開発研究部門教授
渡辺彰先生に「インフルエンザ診療の最新知識 2016 

～透析施設での対応を含めて～」という講演を，8 月
4 日の学術講演会では，自治医科大学抗加齢医学研究
部教授黒尾誠先生に「慢性腎臓病と老化：phosphate 

connection」という講演をお願いした．
さらに，毎年秋に福岡県透析医学会を開催している．

この医学会は若手医師の発表を促す事と会員の学識向
上を目的に開催し，福岡ブロック（九州大学・福岡大
学）・北九州ブロック（産業医科大学）・筑豊ブロック

（飯塚病院）・筑後ブロック（久留米大学・聖マリア病
院）の 4 ブロックが毎年順番で幹事を務めて開催され

ている．昨年は福岡ブロック主催で演題 14 題，参加
者 110 名であった．本会は日本透析医学会地方学術集
会にも認定されている．

4　災害対策

毎年，日本透析医会の災害時情報伝達訓練に参加し
ている．第 16 回災害時情報伝達訓練は 155 施設中 126

施設の参加（81.3％）で毎年参加数は増加している．
福岡県独自の訓練としては以下を行った．

①　災害時透析メールの着信調査（図 2）
②　透析患者カード携帯率調査
③　福岡県透析製品災害時供給連絡会と連携して被

災施設メンテトリアージ訓練を実施．被災した施
設に福岡県透析製品災害時供給連絡会（メーカー
11 社・医薬品卸問屋 3 社）のスタッフが訪問し，
被害状況をトリアージし対策本部に報告する訓練．

　　福岡県透析製品災害時供給連絡会 14 社は以下
である．

・旭化成メディカル株式会社
・川澄化学工業株式会社

図 2
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・株式会社ジェイ・エム・エス
・テルモ株式会社
・東レ・メディカル株式会社
・日機装株式会社
・ニプロ株式会社
・日本コヴィディエン株式会社
・バクスター株式会社
・扶桑薬品工業株式会社
・メディキット株式会社
・株式会社アステム
・アイティーアイ株式会社
・株式会社トムス

④　福岡県臨床工学技士会との情報共有訓練を行っ
た．

さらに，平成 28 年 1 月の九州地方低温大雪では福
岡県内各地に断水が発生したため，1 月 26 日に筑後
ブロックに災害対策本部を設置し情報収集にあたった．
断水の原因は屋外水道管破裂漏水で，県内の断水世帯

数は 19 万 8 千戸，14 透析施設が被災し，他施設への
透析依頼が必要だった施設は 4 施設，給水要請は 10

施設であった．断水復旧した 1 月 29 日に災害対策本
部を解散した．

また 4 月の熊本地震のさいは，熊本県透析施設協議
会会長久木山先生，大分県透析医会会長亀川先生，日
本透析医会常務理事山川先生，九州透析医会会長新里
先生，厚労省健康局癌疾病予防課，福岡県庁医療指導
課，福岡県医師会と頻回に連絡を取り合って情報を収
集し，福岡県の受け入れ態勢を的確に熊本県透析施設
協議会や行政に提供した．

5　今後の方針

今後はまず未加入施設を減らしていくように入会勧
誘を行い，会員間の情報収集が正確に行えるように連
絡網の構築に務めていきたい．また対外的には災害対
策を中心に九州各県との連携を強めていきたいと考え
ている．
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大阪府下には大阪透析研究会と大阪透析医会の 2 団
体があり，大阪透析研究会は主に学術団体として活動，
大阪透析医会は日本透析医会大阪府支部として活動，
ちょうど日本透析医学会と日本透析医会と同様の関係
で緊密な連携をとりながら活動しています．

歴史的には昭和 49 年 3 月に大阪透析研究会が発足
し，その後，医療費，行政，患者会，医師会関係など
を担当する組織が必要になり，昭和 55 年に大阪府私
立病院協会透析部会が結成されたのが大阪透析医会の
前身です．部会長・薮本秀雄（敬称略・以下同様），
事務局長・山川眞，顧問・前川正信，また役員には大
阪透析研究会の役員が併任という形でスタートしまし
た．実際には私立病院だけでなく，公的病院，診療所
の先生にも活動していただく必要があり，昭和 63 年
3 月 27 日に私立病院協会を離れ，大阪透析医会が設
立され，初代会長として前川正信が就任しました．平
成 8 年 10 月 29 日には大阪府医師会医学会への加盟が
認められ，会員も増え，現在は施設会員 211 施設，個

人会員 157 名，賛助会員 3 名となっております．
大阪透析医会の会長は，前川正信から飯田喜俊，小

野秀太と引き継がれ，平成 22 年より私山川が会長と
なり，現在 4 期目を務めております．大阪透析医会の
今期役員は表 1 にお示しします．私立病院・診療所の
代表者を主体としながら，公的病院，および大阪府下
の 5 大学からもご理解いただきご参加いただいており
ます．委員会については，平成 18 年に委員会を再編
し，五つの主たる委員会（経営・医政，保険，透析者
支援，災害対策，感染・事故対策），および総務委員会，
倫理委員会の合計 7 委員会としており，現在もその構
成を踏襲しております．

委員会活動とは別に大阪透析医会は 4 月に総会と講
演会，7～8 月，11 月の 2 回学術講演会を開催してお
ります．最近の講演内容を表 2 にお示しします．透析
室のスタッフを中心に毎回 200～300 人程度の参加が
あり大変人気を博しております．また毎年 10 月には
大阪腎臓病患者協議会（大腎協）と意見交換会を開催

た　よ　り

大阪府支部だより

山川智之

大阪透析医会会長

表 1　大阪透析医会役員（平成 28〜30 年）

会　長 山川智之
副会長 岡田茂樹，東　勇志
常任幹事 井上　徹，大野卓志，大山　哲，岡村幹夫，河村裕憲，北川慶幸，小角幸人，阪口勝彦，佐藤

利行，柴原伸久，長沼俊秀，三上裕司，矢嶋伊吹，和田　晃
監　事 田畑　勉，仲野　孝
幹　事 有馬秀二，猪阪善隆，稲葉雅章，今田崇裕，岩谷博次，榎本康博，大道武史，岡崎修治，金原

裕則，岸田　堅，榊原敏彦，清水秀和，陣内浩喜，菅原　照，杉本俊門，武本佳昭，谷下人氏，
時実孝至，仲谷達也，西川慶一郎，西川光重，長谷川廣文，林　晃正，前　暢子，三上聡司，
水谷洋子，宮野元成，安田英煥，横山建二，吉原秀高，淀井省三，渡邉太郎

顧　問 今田聰雄，小野秀太，岸本武利，茂松茂人，西澤良記



大阪府支部だより 657

しております． 

最近の大阪透析医会の活動としては，まず行政との
災害対策についての協議があります．平成 27 年 3 月
に大阪府健康医療部保健医療室の担当者を訪問，東日
本大震災等の経験を踏まえ，①災害発生時の情報共有，
②災害時インフラの確保，③患者移送に対する配慮，
④被災患者受け入れ体制について，の 4 項目について
要望しました．すぐに対応できないこともあるが努力

するというお答えをいただきました．平成 28 年 4 月
に発生した熊本地震のさいには，災害時の情報共有を
しっかりしていただき行政として対応していただいた
との報告がありました．

また平成 26 年，27 年度の，大阪府による大阪府医
師会に委託した「HIV 感染者の多様な医療ニーズに対
応できる地域医療体制構築事業」に大阪透析医会が協
力する形で参加，平成 27 年 3 月に「HIV 地域医療機

表 2　大阪透析医会講演会一覧
（敬称略）

2010/11/20 透析患者の循環器合併症について 長谷弘記（東邦大学）
民主党の社会保障制度と医療政策 梅村　聡（参議院議員・医師）

2011/4/9 現場からの医療改革 上　昌広（東京大学医科学研究所）

2011/7/23 東日本大震災における透析医療者の連携 山川智之（仁真会白鷺病院） 
いま，社会保障政策の周りで何が起こっているのか 権丈善一（慶應義塾大学）

2012/1/28 東日本大震災における災害時医療の特徴と今後の課題 宮崎真理子（東北大学）
腎性貧血治療のこれから 平方秀樹（福岡赤十字病院）

2012/4/28 透析療法の社会的価値を説明する時代へ 田倉智之（大阪大学）

2012/7/28 透析スタイルについて再考する 
　―長時間透析から在宅血液透析まで―

坂井瑠実（坂井瑠実クリニック）

経営の改善は医療の質改善から 
　～CQI 推進派世界の潮流～

小松康宏（聖路加国際病院）

2013/1/26 透析看護師たちの果てしな戦い 
　―患者の治療的ケアを促す看護の力―

内田明子（聖隷佐倉市民病院）

愛ある透析医療への展望 政金生人（清永会）

2013/4/20 医療・社会保障政策を巡る昨今の話題 梅村　聡（参議員議員・医師）

2013/7/20 大動脈弁石灰化から考える CKD-MBD 治療 常喜信彦（東邦大学）
個別化医療を目指す最先端医療の潮流と被災地復興計画 清元秀泰（東北大学）

2014/1/25 長時間透析 前田兼徳（医療法人社団　兼愛会　前田医院）
在宅透析について 鈴木洋通（埼玉医科大学　腎臓内科）

2014/4/19 腎不全の総合医療をめざして 水口　潤 （医療法人　川島会　川島病院） 
（日本透析医学会会長）

2014/7/28 CKD-MBD の発症機序・病態・対処法 永野伸郎（ 医療法人社団日高会　腎臓病治療センター研究
統括部長）

医師・プロボクサー・被災地ボランティア・農業　 
　～動いて，見て，感じたこと～

川島　実（気仙沼市立本吉病院　嘱託医）

2015/1/31 コミュニケーションや！と言うけど　 
　～患者の心理と医療者に求められること～

水内恵子（ 安田女子大学看護部看護科　成人看護学　准教
授）

個別化腎不全　～診療に必要な視点～ 石橋由孝（日本赤十字社医療センター　腎臓内科部長）

2015/4/25 地域医療構想と専門医制度改革 梅村　聡（前参議員議員・医師）

2015/8/1 ベットサイドから考える高齢者の透析療法 伊東　稔（医療法人社団　清永会　矢吹病院　副院長）
国際的前向き観察研究 DOPPS の意識とその展望 
　～貧血管理と透析患者の高齢化について考える～

花房規男（ 東京大学医学部附属病院腎疾患総合医療講学講
座　特任准教授）

2016/1/30 透析医療と医療安全 ～医療事故調査制度も踏まえて～ 小島崇宏（大阪 A&M 法律事務所　医師・弁護士）
バスキュラーアクセストラブルの診断と治療 春口洋昭（飯田橋春口クリニック院長）

2016/4/30 透析療法の進歩と展望　 武本佳昭（大阪市立大学医学部付属病院人工腎部病院教授）

2016/8/1 透析医療における死生観と笑い 
　～あなたの勤める透析室は癒しの環境ですか？～

伊藤孝史（島根大学医学部附属病院　腎臓内科）

腎性貧血治療　～私見～ 平方秀樹（福岡腎臓内科クリニック院長）
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関研修会」を実施，また大阪透析医会の施設会員にア
ンケート調査を行い HIV 陽性透析患者の安全な受け
入れ体制の整備を行いました．

大阪府下には 2 万人強の透析患者がおられます．こ
の府下の透析患者さんのためにも，これまでの大阪透

析医会の伝統と実績を引き継ぎ発展させ，大阪の透析
関係者が力を合わせ日本の透析医療の大きな力になれ
るよう微力ながら努力する所存です．今後もよろしく
ご指導，ご鞭撻のほどをお願いします．



常任理事会だより 659

本稿では，前号で報告後，平成 28 年 7 月 25 日，9 月 30 日，10 月 21 日に開催された計 3 回の常

任理事会の主な内容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. 熊本地震の対応

2016 年 4 月に発生した熊本地震についての対応については，本号で特集とさせていただきました．
日本透析医会では透析施設等の支援のために募金活動を行ってまいりましたが，関係各方面より多

大なご支援を賜り，総額 62,860,343 円の支援金をお預かりさせていただきました．支援金の配賦に

ついては，現地視察なども参考に被災施設の修繕に多額の費用を要することを勘案，熊本県透析施

設協議会に厚く配分させていただくことになりました．詳細につきましては，本号掲載の拙稿をご

参照頂ければ幸いです．

2. 日本透析医会研修セミナー等について

平成 28 年 11 月 6 日（日），リーガロイヤルホテル広島において，日本透析医会研修セミナー「透

析医療における Current Topics 2016（広島開催）」を，主題を「日常臨床のピットフォール」とし

て開催しました．秋の研修セミナーは日本透析医会の活動の周知，地方組織の先生方との交流も期

待して地方開催としていますが，213 人と多数の参加をいただきました．誠に感謝申し上げます．
次回は，平成 29 年 5 月 21 日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京で研修セミナーを開

催します．また来年の秋の研修セミナーはなく，平成 29 年 10 月に日本透析医会創立 30 周年記念

講演会を開催予定にしております．詳細につきましては後日ご案内させて頂きます．

3. 透析医療費実態調査について

毎年，透析医療費の動向を知り，厚生労働省との診療報酬に関する交渉における基礎資料として

活用させて頂いている透析医療費実態調査は，全国の約 200 の会員施設等のレセプトから分析して

おりますが，これまで紙ベースでのレセプトを手作業で解析していたものを，今年の調査より試験

的に電子レセプトによる解析を開始しました．調査を御願いしている施設におきましては，今回調

査の手間が増えることになり大変申し訳なく思っておりますが，電子化への移行は概ね順調に進ん

でおります．ご協力に心より感謝申し上げます．

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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第 7 回　透析運動療法研究会
 開催日：平成 29 年 2 月 5 日（日）
 大会長：平松義博（社会医療法人天神会古賀病院 21）
 会　場：福岡国際会議場（福岡県福岡市）
 連絡先：社会医療法人天神会法人本部　
  総務部　総務課
  〒830-8577　
  福岡県久留米市天神町 120
  TEL　0942-38-2453　　FAX　0942-38-2531
  E-mail　somu@tenjinkai.or.jp
  URL　http://www.conks.jp/2017exercise/
  　　　index.html

第 50 回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 29 年 2 月 15 日（水）～2 月 17 日（金）
 学会長：高原史郎（大阪大学大学院医学系研究科先端 
  移植基盤医療学寄附講座）
 会　場：神戸コンベンションセンター
  神戸国際会議場（兵庫県神戸市）
 連絡先：第 50 回日本臨床腎移植学会　運営事務局
  〒541-0047　
  大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-13
  TEL　06-6229-2555　　FAX　06-6229-2556
  E-mail　50jscrt@congre.co.jp
  URL　http://www.congre.co.jp/50jscrt/

第 7 回　日本腎臓リハビリテーション学会学術
集会
 開催日：平成 29 年 2 月 18 日（土）～2 月 19 日（日）
 会　長：山縣邦弘（筑波大学医学医療系臨床医学域腎 
  臓内科学）
 会　場：つくば国際会議場（茨城県つくば市）
 連絡先：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 2F
  TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  E-mail　jsrr2017@mtoyou.jp
  URL　http://www.mtoyou.jp/jsrr2017/

第 22 回　バスキュラーアクセスインターベンシ
ョン治療研究会
 開催日：平成 29 年 3 月 4 日（土）
 代表世話人：大平整爾
 会　場：都市センターホテル（東京都千代田区）
 連絡先：名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  〒453-0015　
  愛知県名古屋市中村区椿町 14-13
  ウエストポイント 1413 ビル 3 階
  TEL　052-453-0257　　FAX　052-453-0258
  E-mail　info@vaivt.com
  URL　http://www.vaivt.com

第 27 回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 29 年 3 月 4 日（土）
 会　長：成田一衛
  （新潟大学医歯学系　腎・膠原病内科）
 会　場：朱鷺メッセ 3 階　中会議室 301
  （新潟県新潟市）
 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内
  〒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　skp27@mtoyou.jp
  URL　http://www.mtoyou.jp/skp27/index.html

第 1 回　日本 CKD-MBD 研究会　学術集会・総会
 開催日：平成 29 年 3 月 4 日（土）
 会　長：深川雅史（東海大学腎内分泌代謝内科）
 会　場：コクヨホール（東京都港区）
 連絡先：運営準備室
  〒100-0013　
  東京都千代田区霞が関 1-4-2
  大同生命霞が関ビル 14F
  E-mail　ckdmbd@convention.co.jp
  URL　http://ckdmbd.jp/
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第 88 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 29 年 3 月 5 日（日）
 大会長：東　治人（大阪医科大学）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  〒545-8585　
  大阪府大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 4-3
  大阪市立大学 医学部 泌尿器科学教室内
  TEL　072-683-1221　　FAX　072-684-6430
  E-mail　odm-oas@umin.ac.jp
  URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/

The 22nd International Conference on Advances in 
Critical Care Nephrology（AKI & CRRT 2017）
 開催日：平成 29 年 3 月 7 日（火）～3 月 10 日（金）
 会　場：San Diego, California, USA
  URL　http://crrtonline.com/crrtconference/

第 32 回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 29 年 3 月 18 日（土）～3 月 19 日（日）
 大会長：水口　潤（社会医療法人　川島会　川島病院）
 会　場：日本消防会館（東京都港区）
 連絡先：事務局
  〒770-0011　
  徳島県徳島市北佐古一番町 1-39
  社会医療法人　川島会　川島病院
  TEL　088-631-0782　　FAX　088-632-6885
  E-mail　information@hpm-net.jp
  URL　http://www.hpm-net.jp/

第 33 回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 29 年 4 月 7 日（金）～4 月 9 日（日）
 大会長：伊藤孝史
  （島根大学医学部附属病院　腎臓内科）
 会　場：くにびきメッセ（島根県松江市）
 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 2F
  TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  E-mail　jste33@mtoyou.jp
  URL　http://www.mtoyou.jp/jste33/index. 
  　　　html

第 114 回　日本内科学会総会・講演会
 開催日：平成 29 年 4 月 14 日（金）～4 月 16 日（日）
 主宰会長：小池和彦（東京大学）
 会　場：東京国際フォーラム　
  ホール A・他（東京都千代田区）
 連絡先：日本内科学会事務局
  〒113-8433　
  東京都文京区本郷 3-28-8 日内会館
  TEL　03-3813-5991　　FAX　03-3818-1556
  E-mail　naika@naika.or.jp
  URL　http://www.naika.or.jp/meeting/nenji/

第 44 回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 29 年 4 月 21 日（金）～4 月 23 日（日）
 大会長：山家敏彦
  （神奈川工科大学　工学部　臨床工学科）
 会　場：東京ビッグサイト（東京都江東区）
 連絡先：事務局
  〒243-0292　
  神奈川県厚木市下荻野 1030
  TEL　046-291-3110　　FAX　046-206-0299
  E-mail　44jstb@gmail.com
  URL　http://www.jyouka.com/jstb44/
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第 105 回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 29 年 4 月 21 日（金）～4 月 24 日（月）
 会　長：中川昌之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究 
  科　泌尿器科学分野）
 会　場：城山観光ホテル，かごしま県民交流センター， 
  宝山ホール（鹿児島県鹿児島市）
 連絡先：総会事務局
  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
  泌尿器科学分野
  〒890-8520　
  鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1
  TEL　099-275-5395　　FAX　099-275-6637
  E-mail　jua2017@congre.co.jp
  URL　http://www.jua2017.com/
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１. 本誌は（公社）日本透析医会の機関誌として年 3 回以上

発行する．

２. 投稿者は当会の会員とする．ただし，当会々員以外の

者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの限り

でない．

３. 本誌の内容は総説，特集，原著，Letter to the Editor，

その他とする．

４. 著作権の保護

  投稿者は，本誌に掲載する著作物に関する一切の権利

を，（公社）日本透析医会に譲渡する．

５. 原稿は

　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2 淡路建物ビル 2F

　　　　　　（公社）日本透析医会事務局

　　に，原本 1 部，コピー 2 部及び原稿データ（図表含む）

を収録した電子記憶媒体を簡易書留便で郵送する．もしく

は，電子投稿（電子メール：info@touseki-ikai.or.jp）する．

６. 掲載原稿の採否及び順位は広報委員会で決定する．

７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員

会において行う．

９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30 部までは無

料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．

⑵　原稿は邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用漢字，

現代仮名使いを使用する．

①　原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，結語，

文献の形式とする．

②　総説，特集については最初に要旨を記載する．

③　いずれの場合も簡略化題名及び 5 語以内のキーワ

ードを記載する．

④　原著，学術論文には題名，著者名，所属に英文を

併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．邦文の標題を図は

下方に，表は上方につける．写真は図とする．カラー

写真は原則として著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承

諾を得てその出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，

明瞭な活字体とする．

⑺　度量衡は CGS 単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，

mg，mEq/ℓ，mg/㎗ などを用い，数字は算用数字（1，2，

3 など）を用いる．

⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に

記載する．

⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番

号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引

用順に記載する．

①　書籍は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」

として省略する．）著者名：論文名．編者名．書籍名．

所在地：出版社名，発行年（西暦）； 頁（始頁-終頁）の

順に記載する．

　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河

辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review 腎臓 1998．

東京：中外医学社，1998； 148-153．

②　雑誌は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」

として省略する．）著者名：論文名．雑誌名　発行年

（西暦）； 巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．

　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌は World Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載

する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と

しては認められない．（抄録が学会誌の一部として公

表されている場合は可）

③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日時）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

日本透析医会雑誌投稿規定
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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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本年は 6 月の熊本地震，8 月末の連続する台風による岩手・青森・北海道での被害，さらに 10

月に入ってからは鳥取での地震……とまさに災害列島と呼ばれる状況が相次ぎました．これらの災
害で亡くなられたり直接被害を受けられた方々に対して心よりお見舞い申し上げます．日々透析療
法に従事してしいる我々にとっては，大きな天災に遭遇する度に「透析施設はどうなった？」「明
日からの透析患者の治療はどうする？」との懸念が直ぐに浮かび上がるものです．特に 6 月の熊本
地震では透析施設にも大きな被害があったものの，熊本県および隣県の透析医会の活動・連携が比
較的良好に行われた様子が本号で詳しく記述されています．このような厳しい状況下で日本透析医
会の「災害時情報ネットワーク」が，必須の手段として利用されている現状を見る度に，我々の組
織の存在意義を改めて思い知るこの頃であります．

さて本号では熊本地震関連に加え，5 月の当会研修会での講演内容，公募助成研究の報告の他に，
臨床と研究でも興味あるテーマを盛り込んであり，是非ご一読頂きたいものばかりであります．今
後とも本誌のさらなる内容充実に努力して参りますので，皆様方のさらなるご支援をお願い申し上
げます．

広報委員会副委員長　鈴 木 正 司　

編 集 後 記
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