
武蔵野徳洲会病院院長
鈴　木　洋　通

（聞き手　池脇克則）

　透析通院困難者の治療と最新トピックスについてご教示ください。
　僻地での医療を行っています。私自身は腎専門医、透析専門医として中核病
院に勤務してきましたが、最近、通院困難となりつつある透析難民予備群が増
加してきています。
　家庭透析の適応、導入、特に長期留置カテーテルの有用性などについて最新
情報、トピックスなどをご教示ください。

＜三重県開業医＞

透析通院困難者の治療と最新トピックス

　池脇　腎臓の専門医から家庭透析の
質問です。透析患者は30万人を超えて、
年間３万～４万人弱ぐらいの方が新規
に透析導入されているということで、
日本での透析の持つ意味合いは非常に
大きいですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。日本
の透析の流れをまずざっくりと理解し
ましょう。
　最初、日本は慢性腎炎、今で考える
とIgA腎症の人たちが多かったのです。
その次の波として糖尿病腎症、糖尿病
から透析になる人たちが多かった。今、
次の新しい波として高齢者、特に80歳
以上でも、90歳でも透析を導入すると

いう世の中になってきた。ですから、
今導入の平均年齢が70歳を超えている。
つい10年、15年ぐらい前は糖尿病腎症
が非常に増えた時代で、そのときはま
だ60歳ぐらいだった。ところが、日本
の透析事情がだんだん変わってきた。
　そういう中で透析治療も非常によく
なってきて、長期生存者も増えている。
糖尿病腎症も従来は糖尿病腎症で透析
になると生存率５年といわれていまし
たが、そういう方々が10年を超えて元
気でいる。さらに、先ほど申しました
ように、80歳、90歳の人に透析を導入
しても元気だという、人口の高齢化、
疾患の変遷、そういう日本の透析治療

をざっくり理解していただくことが重
要ではないかと思います。
　池脇　腎不全に対する透析は、当然
海外でも行っていますが、海外の場合
はある程度待てば移植できる、透析は
そこまでのつなぎですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　池脇　日本の場合はなかなか移植と
いうわけにいきません。
　鈴木　そうですね。
　池脇　透析で生き抜くのですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　池脇　国内と海外の透析の考え方が
ちょっと違うように思うのですが。
　鈴木　透析に対する取り組み、ある
いは末期腎不全への取り組みが、移植
と、透析治療が最終だという考え方は、
大きく異なっていると思います。
　池脇　日本の透析のレベル、技術は
海外以上のものになっているというこ
とでしょうか。
　鈴木　世界でトップレベルだと思い
ます。
　池脇　質問ですが、前半の、透析患
者の高齢化等々によって、なかなか通
院できない方が増えている。これは事
実だと思うのですが、そこで家庭透析
ということで、どういう方に対しての
家庭透析なのでしょうか。
　鈴木　今、普通の患者さんの透析と
いうのは週３回、１回がだいたい３時
間半～４時間というところ。そうする
と、本当に生命を維持するベースライ

ンのところで透析が行われている。そ
ういう透析量が至適であるか、至適で
ないかということはずっと議論されて
きました。そういう中で週３回、１回
４時間やって本当にいいのだろうか。
これが私自身が家庭透析をしてきた経
緯です。
　というのも、透析は腎代替療法と呼
ばれているように、腎臓の代替です。
そう考えてみますと、私たちは毎日排
尿しているのです。24時間やっている
ものを１日おきの４時間に集約すると
いうことは、現実的に考えるとかなり
無理がある。そういう無理の中でも最
低限のことを、と行われてきた。
　しかし、実際に若い人たち、普通に
働いていこうという人たちにとっては、
それでは足りない。むしろ毎日やって、
毎日、体をきれいにして、十分に食べ
ることが必要なのではないだろうかと
考えました。家庭透析というものによ
って患者さんがご自身で、毎日という
犠牲を払うかもしれないが、家庭透析
だから通わなくて済む。自分の好きな
時間を選択できる。しかも、自分が食
べた量によって自分自身で調節してい
くことから、家庭透析のメリットは相
当あるのではないかと、私は家庭透析
を推進してきました。
　池脇　今先生がおっしゃったことは、
いわゆる通院での透析、週３回、１回
４時間というのは決して十分な量では
ないということですね。
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　鈴木　例えば高齢者などを考えると
十分な場合もあるかもしれませんが、
実際に若い人たち、40代、50代という
人たちから見ると、日本で移植が難し
いことを考えると、十分な透析とはい
えないだろうと思います。
　池脇　そこで家庭透析を導入し十分
に濾過することによって質の高い状態
を維持できる。今回の質問はどちらか
というと、クリニックに行っていない
方のようで、これはちょっと考え方が
違いますね。
　鈴木　違うというか、一つは今、そ
ういったような方々が施設に入居、い
わゆる老健施設などに患者さんが住ん
でいらっしゃる。それは自宅扱いでは
ないか。そこに例えば透析機械を備え
る。そうすると、クリニックに通わな
くていい。そこに住んでいれば、そこ
で透析をします。それはかたちとして
家庭透析で、そういう透析もありだと、
実際に日本でもすでに何カ所かでそう
いった態勢になっています。高齢の
方々が夫婦でそういうところに住んで
いらっしゃる。通わなくていい。同じ
フロア、あるいは部屋にそういうもの
が備えてある施設を提供する。そうい
う住宅を提供する透析クリニックが運
営しているところが幾つか出てきてい
ます。
　池脇　ちょっと言い方が悪いかもし
れませんが、それは施設をクリニック
化して、そこでやるような感じですね。

　鈴木　おっしゃるとおりです。ただ、
形上は先ほど申しましたように家庭透
析です。それもありなのかなと。確か
に高齢化した人たちにとって透析とい
うのは命綱ですから。でも、通えない。
通わなくてもできるということは、一
つのやり方と認めてもいいのかもしれ
ません。
　池脇　先生がおっしゃった比較的若
い方で家庭透析をやりたいと手を挙げ
た場合には、導入するまでの準備はど
うでしょうか。
　鈴木　自分の経験から言いますと、
基本的には若い人なら１～３カ月の教
育期間でマスターできます。ただ、60
代を超えてくると、なかなか自分では
マスターできない部分もあったり、介
助者の問題もあるので、むしろこの質
問にあるように、高齢の方はそのよう
な施設で行っていただくことで切り抜
けられる面もあると思います。
　池脇　確認ですが、透析はどうして
も血液のアクセスが必要で、私は毎回
刺すのではないかと思ったのですが、
質問には、留置カテーテルと書いてい
ます。
　鈴木　高齢者が多くなったりすると、
当然のことですが、血管が傷んでくる。
そういう傷んだ血管、あるいは動脈と
静脈を結びつけて、静脈を動脈化し、
そこへ針を刺すシャントや、なかなか
発達しにくい、あるいは血管が細く、
うまく透析ができないという場合には

人工血管など、今まではそういうもの
があったのです。
　長期の留置カテーテルは、従来は感
染が非常に多かったり、いろいろなこ
とがあったのですが、今はそういうも
のがかなり克服されてきた。海外では
留置カテーテルは非常に盛んに行われ
てきた。日本と違って、シャントより
も盛んに行われた。そうした流れから
だいぶいい機械が外国から入ってきて、
日本でも今、留置カテーテルを随分見
るようになりました。

　そうしますと、シャントもつくらな
くていい。自分で刺さなくていい。極
端なことを言うと、留置カテーテルで
すから、いわゆるCVポートのような
かたちで、そこに結びつければ、接続
すればいい。これは今後、高齢者で一
つの大きな選択肢になりうるのではな
いか。シャントをつくって、何回もシ
ャント閉塞という痛い目を見ることを
考えるよりは、むしろ一つの大きな選
択肢だと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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