
　大西　三瀬先生、透析療法の現況と
未来ということでうかがいます。
　まず疫学的なことからですけれども、
今、CKDの患者さんがけっこういらっ
しゃって、その一部の方、あるいは多
くの方が透析されていると思うのです
けれども、そのあたりの現状から教え
ていただけますか。
　三瀬　慢性腎臓病、略してCKDとい
いますが、これは透析の予備群といえ
る状態ではないかと思います。日本人
を対象にした推計によると、人口の
1/8程度がCKDに該当するとされてい
ます。もちろん、腎機能には年齢の影
響がありますので、若い方と高齢者で
はだいぶ違ってきます。高齢者では割
合が増加し、70歳を超えると数十％の
方がCKDに該当すると推計されていま
す。
　大西　導入にあたって、糖尿病など、
合併症をお持ちの方もいらっしゃいま
すよね。そのあたりはいかがでしょう
か。
　三瀬　おっしゃるとおりです。CKD

の原因としては、例えば慢性糸球体腎
炎のような、原発性の腎疾患も重要で
すが、最近は先生のご指摘のとおり、
糖尿病であるとか、高血圧であるとか、
生活習慣病を原因とするものが増えて
きています。
　大西　透析を始めると、けっこう長
くなる方も多いと思いますけれども、
そのあたりはどんな状況なのでしょう
か。
　三瀬　日本の透析患者さんは世界で
一番予後が良いといわれています。
　例えば生存率、これは経年的に改善
していますので、どの時点のデータを
採るかで多少変わってきますけれども、
透析歴５年で６割程度です。透析導入
から10年たっても、３割を超える方が
生存しておられますので、世界の中で
もかなり予後が良いといえると思いま
す。
　大西　それはケアがいいということ
なのでしょうか。あるいは、いろいろ
な合併症とか、そういった問題なので
しょうか。

　三瀬　我々、透析に従事している者
としては、医療者が頑張っていると言
いたいところですけれども、遺伝的な
影響や、日本人の生活習慣や自己管理
の影響が大きいのかもしれません。
　大西　長い経過ですからね。それで
は次に、治療の現状をおうかがいした
いのですが、血液透析が圧倒的ですね。
そのあたりから教えていただけますか。
　三瀬　わが国の透析患者さんの数は
経年的に増加していまして、2014年末
の統計では約32万人となっています。
人口10万人当たり250人程度の透析患
者数であり、世界でも有数の透析大国
といえます。ただ、すでに日本の人口
は減少に転じていますので、おそらく
ここ数年のうちに患者数は頭打ちにな
るであろうと予測されています。
　大西　腹膜透析の位置づけはどうな
るのでしょうか。
　三瀬　腹膜透析は、世界的には十数
％のシェアがあります。日本は特に腹
膜透析の割合が低い国で、最近の統計
だと３％程度となっています。
　大西　何かそういう適応は使い分け
ているのでしょうか。
　三瀬　腹膜透析が少ない原因に関し
ては諸説ありますが、国民性なのか、
自己管理が多い腹膜透析よりも週３回
医療者と接する血液透析を患者さんが
好まれること、医療者のほうにもあま
り腹膜透析に積極的でない方が多いこ
となどが挙げられています。

　大西　透析の長い経過で、亡くなら
れる方もいるかと思いますが、死亡率
といいますか、死因などはどういった
ことが考えられているのでしょうか。
　三瀬　透析患者さんの粗死亡率は、
長年の間、おおよそ９％台で推移して
います。透析患者さんは年々高齢化し
ていますので、その中であまり死亡率
が上がっていないのは、予後が改善し
ていることを反映しているのだと思い
ます。それでも10人の患者さんがいら
っしゃれば、毎年ほぼ１人亡くなるわ
けですから、かなり高い死亡率です。
死因としては、心不全が最も多くて1/4
程度、心不全を含んだ心血管病が1/3
を超えるぐらいとなっています。
　大西　やはりそういった合併症が多
いのですね。
　三瀬　そうですね。
　大西　高齢の方がこれからも増えて
くると思いますけれども、そのあたり
も様変わりしてくるのでしょうか。
　三瀬　先生がおっしゃるとおりで、
透析導入患者さんの平均年齢も年々上
がっています。2014年の統計によると
69歳となっています。全透析患者さん
の平均は67.5歳ともう少し低くなるの
ですけれども、やはり高齢者が主体で
す。
　大西　そうすると、心血管イベント
以外にも、悪性腫瘍とか、いろいろな
ことが起きてくるような気もするので
すけれども、何かデータはあるのでし
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ょうか。
　三瀬　おっしゃるとおり、他の合併
症も多く発生します。感染症も多く、
死因の約20％を占めます。それから悪
性腫瘍も、腫瘍の種類によりますけれ
ども、やはり罹患率が高く、死因の９
％程度を占めます。
　大西　特にこういう悪性腫瘍が多い
とか、そういったデータはあるのでし
ょうか。
　三瀬　特に、腎がんが多く認められ
ます。
　大西　いろいろなことに気をつけな
がらやっていかなければいけないので
すね。
　三瀬　はい。
　大西　血液透析の方法自体はほぼ確
立されていて、スタンダードというか
基準というのはだいたい決まっている
のでしょうか。
　三瀬　はい。
　大西　週３回とか、いろいろやって
いらっしゃいますよね。
　三瀬　小分子物質である尿素の除去
指標に基づき、適正透析の基準が定め
られています。このような指標を参考
にして透析の時間や回数が決められて
います。
　大西　何か実際に技術的なことで、
気をつけたほうがいい点とか、注意す
べき点などありますか。
　三瀬　いろいろ注意すべき点があり
ます。何度も繰り返し出てきますが、

心臓血管病が非常に多いことに注意が
必要です。透析をしていない方の倍程
度の罹患率があり、予後も不良です。
また、透析期間が長期になってきます
と、カルシウム・リン代謝の影響や、
β2マイクログロブリンの沈着などに
よる骨関節病変も問題になってきます。
　大西　そうすると、ますます高齢の
方が増えて、介護とか、経済的な問題
とか、いろいろ問題が将来にわたって
出てくるような気もするのですけれど
も、いかがでしょうか。
　三瀬　ご指摘のとおりです。日本の
みならず、先進国はどこも同じですが、
高齢で合併症を持った患者さんの数が
非常に増えています。昔は、慢性腎炎
由来の腎不全で、他臓器の合併症は少
ない方が多かったのですが、最近は全
身の動脈硬化や、糖尿病の合併症など
をお持ちで、非常にADLの低い方も増
えています。例えば血液透析であれば、
透析施設まで送迎をしなければいけな
いとか、腹膜透析であれば、assisted 
PDという、腹膜透析は自分でやるこ
とができないので、ご家族の方、ある
いは訪問看護の看護師さんが透析の手
技をお手伝いするようなケースも広ま
ってきています。
　大西　だんだんそういった面の配慮
も必要になってくるのですね。
　三瀬　はい。
　大西　ふだん透析患者さんには、生
活とか食事とか、どういったアドバイ

スをされていますか。
　三瀬　水分・塩分摂取が多過ぎると、
透析による体液管理が困難となり、心
臓血管合併症も増えてきます。体液管
理の基本である塩分制限はとても重要
です。また、高カリウム血症は不整脈
や突然死の原因になりえます。このよ
うに、塩分とカリウムの管理が中心と
なります。
　大西　そうすると、ふだんの食事に
関してもいろいろ指導されるのでしょ
うか。
　三瀬　透析を始めて尿毒症が取れ、
患者さんが元気になると食欲も出てく
るので、そこで食べ過ぎになるような
ケースもままあります。常に患者さん
と相談しながら、注意していただく必
要があります。
　大西　あとは将来の話ですけれども、

携帯型ができてきたりとか、いろいろ
進歩があるかと思うのですけれども、
どのようなことが考えられていますか。
　三瀬　先生がおっしゃるような携帯
型の透析器（wearable artificial kidney）
には、腹膜透析の原理を使ったものと、
血液透析の原理を使ったものと、両方
があります。一部外国では患者さんを
対象とする臨床治験が実施されるよう
なところまで来ているようです。
　大西　携帯というと、かなり小さく
なるのですか。
　三瀬　ベストのようなかたちで着用
して携帯されるようです。
　大西　そういうものが進歩すると、
患者さんにとっては随分負担が減る可
能性もありますね。
　三瀬　そうですね。
　大西　ありがとうございました。
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