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非専門医が透析患者を診る時の
注意点



医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科

薬院駅（地下鉄、バス、
西鉄電車） に直結

紙与薬院ビル
1Ｆ・2Ｆ

＊福岡初の免震ビル



2010年9月1日 開院

2017年9月1日現在の状況

☆アクセス・腎臓内科外来

☆月：250～270人

維持透析導入：40人/7年

☆人工透析

通院維持透析；122人

在宅透析； 10人

（九州で2番目に多い）

☆訪問看護ステーション：

医師；3名
看護師；20名
工学技士；8名
検査技師；3名
管理栄養士；1名
メディカルクラーク；2名
看護助手；6名
事務；7名
訪問看護：３人

透析室1Ｆ：34台、2Ｆ：15台

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科



バスキュラーアクセス処置室（ハイブリッド対応）



（件数）

図1：OPE・PTA件数
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期間：2016年1月～12月

当院患者33人、平均1.9回

図2：PTA患者の紹介元医療機関
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52th ERA-EDTA Congress

May 30 2015, ExCel London



透析室 １F３２床・２F１４床・有料個室３室

（On Line HDF対応
コンソール30台）



管理栄養士 臨床工学技士 看護師

医師

メディカルクラー
ク



慢性透析患者数の推移
（1968～2016）



世界中で増加し続けている維持透析患者

2011年末の日本の透析患者数
は30万4,592人で透析医療費
は1兆円にものぼる



2016年日本透析医学会
統計調査報告書

わが国の慢性透析療法の要約, 2016



まだ年7600近
く増加



海外のHHD患者数(比率)
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わが国の慢性透析療法の現況

年末患者 原疾患と性別：2016



年末患者 原疾患割合の推移
（1983～2016）



年々増加する糖尿病性腎症



年間全死亡患者
死亡原因と性別 2016



死亡原因割合の推移
（1983～2016）

％



粗死亡率の推移
（1983～2016）

％



導入患者 年齢と性別
（2016）

％



％

導入患者 平均年齢の推移
（1983～2016）



①腹膜透析ガイドライン（2009年）

②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（2011年・2005年）

③慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン（2015年）

④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

（2012年）

⑤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（2011年）

⑥透析患者のC型ウイルス肝炎治療ガイドライン（2011年）

⑦血液透析患者の糖尿病治療ガイド（2012年）

⑧慢性腎臓病に対する食事療法基準（2014年）

⑨維持血液透析ガイドライン：血液透析処方（2013年）

⑩透析液清浄化ガイドライン（2014年）

透析関連領域ガイドライン



維持透析患者の管理

① VAの管理
② DWの設定（降圧剤・IVC）
③ 検査データの管理（透析効率等）
④ 副甲状腺のチェック（MBD）
⑤ 心機能のチェック
⑥ 足病のチェック
⑦ 悪性疾患早期発見のための検査

（消化管の定期検査、全身CT等）
⑧ 骨そしょう症の管理
⑨ 頸動脈のチェック
⑩ 認知症の管理
⑪ 通院状況の管理



1. 高血圧

2. 低血圧

3. 貧血

4. 心不全・不整脈

5. 末梢動脈疾患

6. 癌

7. 感染症

8. フレイル

9. 皮膚瘙痒症

10. 骨粗鬆症

維持透析患者の合併症

外来通院維持透析患者の実態は、慢性腎不全に対する治療としては治
療不足の集団である。治療不足による合併症を本日は次の項目で検討
していきます。



①腹膜透析ガイドライン（2009年版）

PDの適応・開始をどう判断するか？

第1章 導入

1）腹膜透析導入に際しては、血液透析、腹膜透析、さらに
腎移植に関する十分な情報の提供を行い、同意のもと
決定する。（エビデンスレベルⅥ：委員会オピニオン）

2）腹膜透析の有用性を生かすために、患者教育を行い、
計画的に導入する（エビデンスレベルⅢ）

3）CKDステージ5（糸球体濾過量15.0mL/min/1.73㎡未満）
の患者で、治療に抵抗性の腎不全徴候が出現した場合、
透析導入を考慮する。
（エビデンスレベルⅥ：委員会オピニオン）

4）糸球体濾過量が6.0 mL/min/1.73㎡未満の場合は透析導入
を推奨する。（委員会オピニオン）



時間や回数の制限がなく
好きな時に、好きなだけ透析ができたら

在宅血液透析
HHD(Home Hemo-Dialysis)



HHDだからできること

透析量 を増やすことが出来る

2002年Dr. Scribner，Dr. OreopoulosHDP(Hemodialysis Product)

(透析回数/週) (透析時間/回)×
2

週3回4時間 3×3×4=36
週3回5時間 3×3×5=45
週4回4時間 4×4×4=64

週4回8時間 4×4×8=128
週5回5時間 5×5×5=125
週7回3時間 7×7×3=147

72以上（通常3Ｘ3Ｘ6＝54が限界）が良いと提唱された
外来は月14回までを保険上の制限



HHDだからできること

自分のスケジュール で
透析ができる

週6回、夕食後寝るまでの間、
リビングで3時間

週5回、就寝時に
オーバーナイトで8時間

毎日、早朝に3時間
自営業のお仕事前に

108

200

147

HDP



②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（2011年版）

プライマリーアクセスの作製時期と
術前の血管評価をどのように行うか？

第2章 血液透析導入期における
バスキュラーアクセス作製の基本と時期

腎不全専門医は血液透析療法におけるVAの役割と重要
性とを患者に十分に説明し、当該患者をできるだけ速や
かにアクセス外科医に紹介することが推奨される



＃１ 慢性腎不全（eGFRが60以下で貧血がある
場合）、貧血の原因評価を行い腎性貧血
であれば腎臓専門医との併診を推奨。

＃２ クレアチニン＞6以上（福岡の導入基準
eGFR10以下、他県はクレアチニン＞8）
で、アクセス外科医に紹介



⑦血液透析患者の糖尿病治療ガイド
（2012年版）

Ⅰ. 血糖管理
（1）血糖コントロールの意義と指標・目標値

低血糖のリスクを回避しつつ、生命予後の向上
を目指して随時血糖値（透析前血糖値）、グリ
コアルブミン（glycated albumin ; GA)値などを総
合的に判断しながら、血糖コントロールをする
必要がある

GA＜23にコントロールを推奨



⑨維持血液透析ガイドライン
血液透析処方（2013年）

第1章 血液透析量（小分子物質）と透析時間

1）透析量は、尿素のsingle-pool Kt/Vurea (spKt/V)を用い

ることを推奨する

2）透析量は、月1回以上の定期的な測定を推奨する

3）実測透析量として、以下の値を採用する

①最低確保すべき透析量として、 spKt/V 1.2を推奨する

②目標透析量としては、 spKt/V 1.4以上が望ましい

4）透析時間は、4時間以上を推奨する

補足:本ステートメントは、週3回、1回6時間未満の維持血液透析患者
を対象



① 高血圧



1. 体液量依存性高血圧
腎機能低下・廃絶とともに乏尿・無尿
⇒ 腎臓からのナトリウム排泄が低下

体内、主に細胞外液中にナトリウムが貯留

2. レニン依存性高血圧
レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の活性化

3. 尿毒症
骨、ミネラル代謝異常による全身血管の動脈硬化
交感神経系の活性化

原 因 慢性腎臓病患者の75％以上に合併

腎機能が低下・廃絶すると高血圧の合併は避けられないことが多い



診断・症状

週はじめ透析前血圧が140/90mmHg以上を高血圧と定義

日本透析医学会
「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」

日本透析医学会雑誌. 44（5）,2011,337-425.

重篤な高血圧 ： 頭重感、肩こり
意識障害、痙攣、視力障害などを呈する可逆性白質脳症
（posterior reversible encephalopathy syndrome; PRES)

血圧測定は非シャント側上腕



予防法・対応方法

1. 生活様式の改善
食塩制限

透析患者含めたCKD患者・・・（目標）1日量 3-6ｇ
適切な運動、アルコール摂取の適正化、禁煙

2. 適切な体重管理
適切なドライウエイトの設定
透析間の体重増加・・・中1日でドライウエイトの3％以内、

中2日で5％以内

3. 適切な降圧薬の使用
降圧目標 130/80mmHg未満もしくは

140/90mmHg未満
(日本透析医学会・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.

日本透析医学会雑誌44(5),2011.337-425.)



降圧剤投与量の変化とHDP(透析回数の2乗Ｘ透析時間）

患者 性別 年齢 HDP 在宅透析歴 降圧剤

M.M M 60 144 1年 6か月 アムロジン(7.5)⇒中止

B.H M 55 122.5 2年 1か月 服用なし

W.S M 67 100 1年10か月 服用なし

A.C F 60 96 1年 6か月
オルメテック（40）⇒中止
アムロジン（10）⇒中止

O.A F 50 75 1年 0か月 服用なし

U.A M 58 100 8か月 アーチスト（20）⇒中止

F.S M 52 162 7か月 服用なし

I.E F 62 170.5 4か月 服用なし

U.S F 50 147 1か月
オルメテック（20）(10)⇒中止
アムロジピン（5）(2.5)⇒中止
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② 低血圧

一般的な低血圧

透析患者さんの低血圧





1. 心拍出量の低下
循環血漿量の減少もしくは心機能の低下
（★高血圧に対する過剰除水・出血・虚血性心疾患・AS）

原 因

2. 末梢血管抵抗の減少
糖尿病や動脈硬化症による自律神経障害
透析液温度の上昇、抗凝固薬やダイアライ
ザに対するアレルギー、酢酸不耐症、
感染症、降圧薬など
逆説的反射性血管収縮障害

透析関連低血圧
透析低血圧、起立性低血圧、常時低血圧



症状とリスク

予 防 法

あくび、倦怠感、吐き気、発汗、筋痙攣など
急激な低血圧・・・ショック、意識がなくなることも

透析中の急激な血圧低下、透析終了後の起立性低血圧
⇒死亡リスクが高くなる

除水過多が原因であれば、
体重増加を抑えて除水量を少なくする
透析時間を延長し、除水速度を15mL/kg/h以下
段階除水（透析の前半で除水を多めにして後半では少なめにする）

ドライウエイトが低すぎないかどうかの検討も必要

透析前の降圧薬を中止したり、透析中の食事を控えたりすることも有用

透析後の起立性低血圧の場合は、透析が終了してもしばらく臥位を保つ



透析条件・・・体外限外濾過法の併用、血液透析濾過への変更、
低温透析や無酢酸透析液の使用などの検討

自律神経障害のある糖尿病患者・動脈硬化の高い高齢者
・・・アメジニウムメチル硫酸塩（リズミック）

ドロキシドパ（ドプス）

低アルブミン血症などのために膠質浸透圧が低下
・・・濃グリセリン（グリセオール® 、 D-マンニトールの

持続静注により血管内脱水を防ぐ

実際に血圧が低下してしまった時には除水を止めたり、
生理食塩水を100-200mL急速投与したり、下肢拳上を行うなどの対応

それでも改善しない場合・・・10％塩化ナトリウム注射液や50％ブドウ糖
液の急速静注、エチレフリン塩酸塩の投与

透析室での（緊急）対応法



③慢性腎臓病患者における腎性貧血治療の
ガイドライン（2015年版）

目標Hb濃度の維持は大切なのか？

第2章 慢性貧血治療の目標Hb値と開始基準

1）成人の血液透析（HD）患者の場合、維持すべき目標
Hb値は週初めの採血で10g/dL以上12g/dL未満とし、複
数回の検査でHb値10g/dL未満となった時点で腎性貧血
治療を開始することを推奨する

4）HD,PD,保存期CKD患者のいずれにおいても、実際の診
療においては個々の症例の病態に応じ、上記数値を参
考として目標Hb値を定め、治療することを推奨する



③ 貧血



透析方法の違いによるエポ投与量の比較
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透析患者さんのQOL低下

心血管疾患発症リスクの増加
生命予後の悪化



原 因

症 状

腎性貧血：透析患者における貧血のおもな原因
（透析患者に最も高頻度に出現する合併症）

赤血球寿命が約20％短縮、
血液透析回路における残血も貧血進行の要因

透析中に抗凝固療法をおこなっている場合もあり、
消化管出血などの出血性疾患の頻度も高い

鉄欠乏状態だけでなく、骨髄での鉄利用障害も来しやすい
栄養障害、ビタミンや葉酸などの栄養素の不足

倦怠感、易疲労感、動悸、息切れ、頭重感、めまい、立ち
くらみ、睡眠障害、食欲不振、抑うつ

記銘力障害なども生じるため、認知症と誤診されるだけで
なく、将来の認知症発症のリスクを高める可能性も

心不全、心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患発症
の重要な危険因子

透析患者



診断と治療 「慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン」

Hb値の低下傾向がみられた場合 ⇒ 鉄代謝関連の検査所見
鉄代謝の評価： トランスフェリン飽和度（TSAT)と血清フェリチン濃度を用いることが推奨

TSATの計算式
TSAT（％）＝【血清鉄（µｇ/ｄL）÷総鉄結合能（TIBC) （µｇ/ｄL）】✕100

腎性貧血の治療

赤血球造血刺激因子製剤（ESA)による薬物療法が中心だが、鉄代謝指標の評価も
併せて行うことが重要

ESA投与下でTSATが20％未満かつ血清フェリチン濃度が100ng/mL未満の場合
⇒鉄欠乏状態に対して鉄補充療法を推奨

血液検査で測定できる網赤血球数 : 骨髄での赤血球産生を反映
⇒腎性貧血などの赤血球造血低下型の貧血では減少傾向を認め、診断の参考に

目標ヘモグロビン（Hb)値

血液透析患者 10g/dL以上12g/dL未満



⑤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（2011年版）

透析患者の脂質代謝異常・動脈硬化症の
評価と治療をどう行うか？

第1章 脂質異常症・動脈硬化
Ⅰ. 脂質異常症
1）透析患者においても、脂質異常症は心血管疾患、特に心筋

梗塞発症の独立した危険因子である
2）ルーチン評価には、透析前（随時採血）のLDL-C, Non-HDL-

C,HDL-C, TGでよい
3）管理目標値は、虚血性心疾患の一次予防では、 LDL-C 

120mg/dL未満、あるいはNon-HDL-C 150mg/dL未満、二次予
防では、 LDL-C 100mg/dL未満、あるいはNon-HDL-C
130mg/dL未満とする

4）食事、運動療法にて脂質管理目標に達しなければ、スタチ
ンの投与を考慮

5）低脂血症を呈する場合は、栄養状態の評価と対策を考慮すること
が望ましい



心拍出量の検査

心拍出量検査

侵襲的

非侵襲的

スワンガンツカテーテル

その他

NICaS



NICaSでは、心拍出量を、カテーテルを挿入する熱希釈法とは違
い、手足に電極クリップを装着することで測定できる。
また、継続して測定できる。

NICaS（非侵襲的心拍出量モニター）について・・・

心臓の拍動により誘発されるインピーダンスカーディオグラムと心
電図を収集し、このデータがパソコンに送信される。
これらの測定値を基に心拍数、心拍出量、心係数などが算出される。

スワンガンツカテーテルについて・・・

観血的にカテーテルを挿入し、カテーテルに取り付けられた器具で血液をあた
ため、得られる血液の温度変化より、熱希釈法の原理を用いて心拍出量を算出
する。

＜血液希釈法の原理＞
冷水（薬液）を血液に混ぜると、血液の温度は低下する。
注入薬液の注入量は一定のため、下がった温度が元に戻る時間を測定し、心拍
出量を算出する。

＊NICaS ：Non-Invasive Cardiac System



NICaS装着方法



NI measurement of cardiac output, A. J. Cohen, D. Arnaudov, D. Zabeeda, L. Schultheis, J. Lashinger, A. Schachner. 

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1998; 14:64-69

冠動脈バイパスグラフト中の心拍出量の非侵襲的測定, 

Johns Hopkins Medical Center & Wolfson Medical Center (比較症例総数 155)

NICaS と熱希釈法における高い相関結果は明確に証明された。

♥ 目的：冠動脈バイパス移植術を受ける患者の熱希釈法心拍出量と全身生体インピーダンス法心拍出量を
相関させるために新しい数式を用いる。

♥ 方法： CABG（冠動脈バイパスグラフト）を受ける成人31名を観察した。 CABG中に次の5つの各段階で
NICaS と TD（熱希釈法） による心拍出量の同時測定を行った：麻酔下にある患者の切開前（T1）、胸骨切開
後（T2）、心嚢切開後（T3）、バイパス10分後（T4）、ICU集中治療室収容後（T5）。

♥ 結果：記録された全時点における両群のNICaS心拍出量( nCO) とTD（熱希釈法）心拍出量(ThCO) の

測定値の相関性は良好(r=0.93) であった。

熱希釈法データとの高い相関性
1. NICaS有用性検証 ： European Journal of Cardio-Thoracic 1998
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方 法 相関性 偏り 標準偏差 整合の下限値 整合の上限値

全身ICG：Frinerman(NICaS) 0.969 −0.07 0.509 −1.088 0.949

胸部ICG：Patteson-Kubicek (BioZ) 0.897 −0.11 0.864 −1.840 1.617

♥目的： ２つのICG法（胸部ICGと全身ICG)と熱希釈法の差異の比較

♥方法： 2 つの患者グループ： CABG施術直後の患者30 名； 急性心不全のICU患者13 名

♥結果：

Bland Altman plot of difference against average of 

CO results measured by Frinerman (NICaS) vs. TD 

Bland Altman plot of difference against average 

of CO results measured by Kubicek (BioZ) vs. TD

Impedance cardiography revisited, G. Cotter, A. Schachner, L. Sasson, H. dekel, Y. Moshkovitz. 

Physiological Measurement 2006;27:817-827

熱希釈法データとの高い相関性
4. NICaS有用性検証 – Physiological Measurement 2006



NICaS2004スリムは心血管疾患患者、心臓カテーテル施術患者、心臓手術患者、ICU、CCU、リハビリ

テーションの患者などを含む心拍出量の診断評価を必要とする男性および女性患者の血行動態パラ
メータのモニターに使用されます。
以下の症状の患者でのNICaS2004スリムの使用は、有効ではありません。

Group A （ 測定対象外患者群 ）
1. 重度の大動脈弁狭窄
2.大動脈に関する以下の症状 ：

a) 動脈瘤
b) 大動脈縮窄症
c) 大動脈閉塞（大動脈分岐）

3. 末梢脈拍が弱いあるいは無脈拍の末梢血管疾患
4. 安静でなく不規則な呼吸
5. 体脂肪率50%あるいは正常値以上
6.身長130cm以下あるいは200cm以上

Group B （ 測定データ精度が低下します ）
1. 大動脈弁不全症
2. 重症の僧帽弁閉鎖不全
3. 先天的な心臓の奇形

注意： 良好な測定結果を得るためには、測定中に患者の呼吸が安静で体動が少ないことが重要です。

NICaS測定除外基準



心機能とシャント血流量の関係
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52th ERA-EDTA Congress

May 30 2015, ExCel London



④ 心不全・不整脈





心不全

透析患者 透析直前の体液量増加を認め、
虚血性心疾患、弁疾患のハイリスク集団

● 厳格な食塩制限に基づく体液量の管理が必要

（日本透析医学会。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.
日本透析医学会雑誌44（5), 2011,337-425.2011,337-425.）

● リンの管理も重要

⇒体重増加は中2日でドライウエイトの5％以内とすることを推奨

1. 原因・症状

⇒透析直前には血液量自体の増加・血液上昇から心負荷が増加
虚血性心疾患や弁疾患のリスクが高い（心不全の原因）

弁疾患の進行の速度が速く、特に大動脈弁狭窄症では肺水腫と低心
拍出量症候群による低血圧が同時に出現し、透析自体が困難になる。

2. 予防法



不整脈

1. 原因・症状

透析導入患者の12％に心房細動が合併
導入時に正常洞調律であった患者でも2年以内に12％が
心房細動になる

(Vazquez E et al. Comparison of prognostic value of atrial fibrillation versus sinus rhythm 
in patients on long-term hemodialysis. Am j Cardiol.2003 Oct 1;92(7):868-71. ）

体液量の過剰、過小
透析中の電解質変化

虚血性心疾患や心臓弁膜症などが存在することも多いため、電解質・体
液量の適正化だけでなく、心臓超音波検査などで心臓自体の異常がな
いかどうかを検索する必要

頻拍症の心房細動が透析中にみられる場合には、血圧低下
や、血圧低下の懸念から透析継続困難になることも

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14516897


2. 治 療

●β遮断薬やカルシウム拮抗薬
⇒ 不整脈を誘発する場合もあり、慎重な投与が必要

●致死性不整脈に対する植え込み型除細動器（ICD)の埋込、
ペースメーカ治療

⇒ リスクとベネフィットの評価が必要

●腎排泄性の抗不整脈薬の使用には十分な注意が必要

●透析後半の頻拍性心房細動
⇒ ベラパミル塩酸塩やβ遮断薬が使用されるが、

血圧が低下する可能性もあるので注意が必要

●低カリウム血症 ⇒カリウムを低下させないような対策
処方透析、カリウム製剤の内服、持続静注、
食事からの摂取

高カリウム血症→徐脈



Case) T.U.       63 Ys.     Male  透析歴：7年 2013年 CABG
(TC:148,LDL-C:65,Eosino:1.0%)

２０１７年５月発症 ２０１８年２月現在

突然のBlue toe



④ 末梢動脈疾患

動脈硬化症

末梢動脈疾患
（PAD)

末梢動脈疾患
（PAD)は全身
の動脈硬化症
の一つ

喫煙や高血圧
などの古典的な
危険因子に加
えて、慢性腎不
全そのものが動
脈硬化症進展
の危険因子



下肢末梢動脈疾患指導管理加算に
関する施設基準
注10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保健医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係
る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った
場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月１回を限度として所
定点数に100点を加算する。

「注１０」の下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、当該保険医療機関におい
て慢性維持透析を実施しているすべての患者に対しリスク評価等を行った
場合に算定できる。その際「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、下肢末梢動脈の虚血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。また、ABI検査0.7以下又はSPP検査40ｍｍ
Hg以下の患者については、専門的な治療体制を有している保健医療機関
へ紹介を行うこと。当該保険医療機関が専門的な治療体制を有している保
健医療機関の要件を満たしている場合は、当外保険医療機関内の専門家と
連携を行っていること。



SPP：皮膚灌流圧測定装置
PAD4000 (KANEKA)



透析患者のPADは非透析患者と比べてどう違う？

膝下より末梢
の動脈に病
変が多い

著名な血管
石灰化のため
診断や治療
に難渋する

上肢にも
虚血症状
が出現し
やすい

尿毒症など
のために創
傷治癒が
遅延する

長期予後
が不良



Fontaine分類

チーム医療
で早期発見
と予防に努
めることが

大 切

問題が出に
くい



2015年日本透析医学会統計調査より

全国 2016.12 2017.3

67.86
62.60

（-5.26）
62.88

（-4.98）
0.28☝

男性 67.07
62.68

（-4.39）
63.40

（-3.67）
0.72☝

女性 69.28
62.44

（-6.84）
61.85

（-7.43）
0.59
☟

表1 当院外来維持透析患者平均年齢：全国比較



図3 当院外来維持透析患者：PAD患者の内訳
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表2 当院外来維持透析患者：
PAD患者の平均年齢・平均透析歴

PAD+DM PAD+NDM 有意差

平均年齢 66.15 69.20 n.s

男性平均 67.55 78.00 n.s

女性平均 63.00 65.43 n.s

平均透析歴 5.04 19.30 p<0.01

男性平均 3.17 7.67 n.s

女性平均 9.25 24.98 p<0.05

n=23



図4 当院外来維持透析患者；
PAD群とNPAD群のSPP平均値
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図5 当院外来維持透析患者：
PAD患者の心疾患合併

IHD : 虚血性心疾患

AS : 大動脈弁狭窄症

AAA : 腹部大動脈瘤

55%

9%

9%

9%

4%
14%

IHD IHD疑 AS AAA 洞不全 なし

n=23



図6 当院外来維持透析患者：
PAD患者の脳血管疾患合併

CI : 脳梗塞

SAH : クモ膜下出血

n=23

21%

4%

75%

CI SAH なし



n=120

図7 当院外来維持透析患者：
全身性動脈硬化性疾患
polyvascular disease

PAD
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20% PAD

CVD

CAD 4％

10％

3％

1％

CAD : 冠動脈疾患

CVD : 脳血管疾患

PAD : 末梢動脈疾患



図8 当院外来維持透析患者：
合併症別平均透析歴
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特徴と病態・危険因子

① 膝下より末梢の動脈に病変が多い
② 著名な血管石灰化のため診断や治療に難渋
③ 上肢にも虚血症状が出現しやすい（スチール症候群）
④ 尿毒症や体液過剰、低栄養、免疫不全などのために創傷治癒が遅延
⑤ 長期予後が不良

●カルシウム・リン代謝異常、慢性炎症、酸化ストレスなども
動脈硬化を促進

●喫煙、高血圧、糖尿病、男性、高齢、高LDLコレステロー
ル血症などの危険因子に加え、慢性腎不全そのものが動脈
硬化症進展の危険因子

● PADを有する透析患者は冠動脈疾患や脳梗塞などの
心血管病変も高頻度に合併

【 透析患者における末梢動脈疾患（PAD)の特徴 】



症 状

Fontaine 分類、Rutherford 分類

FontaineⅢ・Ⅳ； 下肢切断となりうる危機的な状況
【重症下肢虚血（CLI)】

FontaineⅠ度からいきなりCLIへ進展し、受診する
ケースが多い

理由；とくに高齢透析患者では症状をうまく訴えられな
い、運動習慣がない、送迎サービスの普及で動く必要
がないなど

PAD症状分類

Fontaine 分類



予 防 早期発見・早期予防

① 問診・診察
② 足関節上腕血圧比（ABI)測定、皮膚灌流圧（SPP)測定

などのスクリーニング検査の実施
③ 定期的なフットチェック
④ フットケア（予防的ケア）
⑤ 危険因子に対する管理や治療

● 末梢微小循環障害のある患者
⇒透析間の体重増加を適切な範囲内に管理

血圧低下による下肢虚血の悪化を予防

● 透析患者の下肢重症化を予防するような取り組み
平成28年の診療報酬改定
「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が新設
「足を診る」「PADの診療・治療ができる一定の施設に紹介する」
という行為に加算

靴下を脱がす



おもな死因別にみた死亡率（人口10万対）の年次推移

厚生労働省：平成２７年人口動態統計月報年計（概数）の概況より引用



導入患者の死亡原因の推移
（1990～2016）



米国の透析患者死因の変遷（透析患者全体）

尾形 聡：臨牀透析2018；34（1）：7-12より引用



⑥ 悪性腫瘍・癌

【おもな死因】
日本人の死因の第1位であるがんは、透析患者さんでは第3位

【おもながん種】
一般人口で多いがんは、肺、大腸、胃の順だが、
透析患者さんではそのような統計はない



理由：
後天性腎嚢胞性疾患や尿毒症による免疫系の機
能障害などが指摘

透析患者に起こりやすい悪性疾患：
腎がん、肝がん、子宮がん、血液悪性腫瘍など

透析患者は、一般人口に比べて
悪性腫瘍や癌の種類によっては発症しやすい



腫瘍マーカーは、がんの診断や管理に有用とされているが、
透析患者さんでは正常値が大きく変化するものがあるため、

十分に注意が必要

腎機能低下時におけるおもな腫瘍マーカーの基準値

がんの診断



がんの治療

腎臓からの薬物排泄が制限されるため、薬物
やその代謝物の蓄積が生じ、思わぬ有害事象
がでることがある

薬物治療には注意が必要

骨髄抑制などの重篤な有害事象



透析患者はがんが多い

透析患者はがん発症率が高い
海外で約1.2倍、国内で約1.1～1.4倍

海津嘉蔵ほか.血液透析患者とがんの関係.診断と治療101(7),2013.1071-1076.

● がんは、一般集団の死亡原因の第1位
透析患者では心不全や感染症に次いで3位

・・・感染症とがんは年々増加傾向

● 臓器別に発症率
一般集団では、肺がん、大腸がん、胃がん
透析患者では正確な順位はわかっていないが、
胃がん、腎がん、肝がんが導入後６か月に多い。また
透析歴が長くなると低下する。腎がんの多さは一般集
団と比べ特徴的。



透析患者に特徴的ながんの原因

酸化ストレスによるDNA損傷、発がん性物質の蓄積

尿毒症による免疫機能の低下
⇒ ウイルスが原因となりえる肝がんや子宮がん

が多い

早期発見を目的としたスクリーニングを行う必要

腎がん 長期透析患者にみられる
後天性腎嚢胞性疾患



透析患者のがん診断

一般集団と比較して腎がんが多い
⇒年1回の腹部CTによる腎がん検診を推奨

ウイルス性肝炎の既往⇒定期的な腹部超音波検査

地域検診や人間ドックなどの諸検査

【透析患者特有の問題】
● 透析中の女性おける血管の石灰化

⇒マンモグラフィーによる乳がんの診断に影響する可能性

● 便潜血⇒消化管出血をきたしていることが多いため、
良性疾患で陽性になることもある

● 腫瘍マーカー⇒がん検診に使用される場合、透析患者で偽陽
性になる腫瘍マーカーが存在
(透析患者と一般集団では腫瘍マーカーの正常値が異なるものも多い)



透析がん患者の治療

一般の患者と大きく変わらないが、
出血傾向や免疫機能の低下
心血管系障害の合併が多い

周術期の出血や感染、
心血管イベントに注意
する必要

抗がん剤を使用する場合はさらに注意が必要
腎性貧血を合併していることが多く、抗がん薬により骨髄抑制
で重症感染症や貧血の遷延する危険性

腎臓からの抗がん薬の排泄低下に伴い、薬剤の濃度が上昇
する可能性もあり、 減量投与が推奨される



透析人口の一般人口に対するSMR （1997年の死亡率を比較）

透析患者の標準化死亡比 （standardized mortalilty ratio ; SMR)

年齢 全死亡 心疾患死亡* 脳血管障害死亡 悪性腫瘍死亡 ⁑

0~ 16,625 36,298 0 20,008

15~ 2,922 7,963 23,513 978

30~ 4,4471,789 3,584 445

45~ 1,115 2,820 2,037 210

60~ 818 2,034 168867

75~ 453 895 236 118

90~ 204 331 51 112

合計 668 1,428 567 158

： 一般人口：悪性新生物、透析人口：悪性腫瘍

* ： 一般人口：心疾患（高血圧性を除く）、透析人口：心不全+心筋梗塞

⁑

中井 滋：臨牀透析2005；21：399-404 より引用



⑥透析患者のC型ウイルス肝炎治療
ガイドライン（2011年版）

予防、スクリーニングをどのように行うか？

1. 透析患者におけるC型肝炎患者のスクリーニング

1）透析患者は腎機能正常者に比べて血清トランスア
ミナーゼが低値である

（エビデンスレベル：High, 推奨度：強）

2) 透析患者ではHCV抗体陽性者は陰性者よりも血清
トランスアミナーゼが高値であるが、一般人の基
準値が使用できない

（エビデンスレベル：High, 推奨度：強）



肝細胞がんの発見のためのフォローアップ案

検査 ・ 頻度

慢性肝炎患者, 血小板が
10万/μL以上の患者

肝硬変患者, 血小板が
10万/μL未満の患者

AFP, PIVKA-Ⅱ, 腹部超音波
検査（半年～1年に1回程度）

AFP, PIVKA-Ⅱ, 腹部超音波
検査（３カ月に1回程度）, 造
影CT（半年に１回程度）

日本透析医学会：透析患者のC型ウイルス肝炎治療ガイドライン. 
透析会誌 2011;44:481-531より引用



⑦ 感染症
透析患者では、
内的な要因（免疫低下）と外的要因（透析環境の特殊性）
により、一般の人よりも感染にかかりやすい

内的な要因（免疫低下） 外的要因（透析環境の特殊性）



感染の種類

【 基本的な透析室の感染対策 】
①手指衛生 ②個人防護具の着用
③手技ごとのディスポーザブル手袋の交換
④ディスポーザブル製品（透析セットやトレイ）の使用
⑤プレフィルドシリンジ製剤の使用

個室隔離か
カーテンによる遮蔽



透析患者における感染症の原因

1. 内的な要因：透析患者の免疫低下

透析患者の免疫の低下の原因

①慢性腎不全であること

②糖尿病合併患者の増加

③高齢者の増加

④透析医療に由来

（血液が透析膜や透析液などに接する）

⑤栄養障害



2. 外的な要因：透析環境の特殊性

① 多人数が同一の部屋で透析時間をすごしている

② 複数患者が更衣室や送迎者、ベッドや透析機器を共有

③ 基幹病院の透析室では、入院患者と外来通院患者が混合

④ 透析患者は、1回3-5時間、週3回の治療を受ける必要が
あり、通院の回数が多く、感染症に罹患する機会が増える



バスキュラーアクセス感染

自己血管内シャント、人工血管内シャント、
動脈表在化、留置カテーテル

バスキュラーアクセスに穿刺する際、穿刺者の手指
の汚染からの感染、患者の保有する菌からの感染、
固定テープからの感染の可能性

症状；発赤、腫脹、疼痛、熱感など
早期で治療しなければ、敗血症で死亡する場合もあ
る。
腰痛→腸腰筋膿瘍

【対策】
穿刺部及び周辺の皮膚の状態を観察し、消毒薬や固
定テープを変更、適宜穿刺場所を変更

感染を起こした場合は、速やかに抗菌薬で治療

透析患者



患者 性別 年齢 透析歴 在宅透析歴 穿刺方法

M.M M 60 8年 9か月 1年 6か月 カテーテル

B.H M 55 5年 0か月 2年 1か月 カテーテル

W.S M 67 6年 9か月 1年10か月 カテーテル

A.C F 60 17年11か月 1年 6か月 カテーテル

O.A F 50 5年 2か月 1年 0か月 自己穿刺

U.A M 58 5年 1か月 8か月 自己穿刺

F.S M 52 6年11か月 7か月 自己穿刺

I.E F 62 14年 9か月 4か月 自己穿刺

U.S F 50 10年 3か月 1か月 自己穿刺

K.C F 39 7年 1か月 トレーニング中 カテーテル

当院の在宅血液透析患者一覧（2017.9.1現在）



感染経路別のリスクとその対策

（1） リスク要因

・ 月に13回は透析を行い、最低26回の穿刺を受ける

・ 透析中の患者の血液はつねに対外で循環しており、開始や
終了の際、血液が外界と接触する可能性がある

・ 患者の血液が周囲環境を汚染、ほかの患者の感染源になる可能性

・ エリスロポエチン製剤や透析中の抗凝固薬など、静脈注射製剤の
使用が多い

1. 血液媒介感染

【透析室で注意すべき血液媒介感染症】 B型肝炎・Ｃ型肝炎
透析患者のHBs抗原陽性率 1.9％
Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）抗体陽性率 9.8％

日本透析医学会統計調査委員会.「肝炎ウイルス調査の結果」
図説 わが国の慢性透析療法の現況.日本透析医学会2008.29-31.

一般人口と比較して非常に高い



（2） 対 策

・B型肝炎・Ｃ型肝炎の感染予防マニュアルを作成し、厳
格な感染コントロールを実施する

・B型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）感染患者は個室隔離透析
隔離が不可能な場合は、ベッド固定を行い、専用の
透析装置や透析関連物品を使用

・HCV感染患者はベッド固定を行い、専用の透析装置や
透析関連物品を使用

・HBs抗原、HBs抗体ともに陰性の患者には、HBワクチン
の接種を推奨



1） リスク要因
・ 透析室でのベッド間隔が１ｍ未満の施設が多く、密集し

状況で治療を継続していること

・ 待合室・更衣室・送迎者などで患者同士が接触する
機会が多く、インフルエンザなど飛沫感染の危険が増加

2） 対策
・ インフルエンザ罹患患者には個室対応が望ましい

⇒個室の設置されている透析施設は少ないため、両隣
のベッドの間隔を空けるなどして十分な間隔を取る

・ インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの接種を推奨

2. 飛沫感染



（1） リスク要因
・患者のシャント肢の手洗いを含む清潔の不備

⇒患者自身および他の患者への感染の原因

・スタッフの手指衛生の不備
⇒穿刺や血圧測定、脈拍測定などで感染の可能性

・患者はベッドや待合室、更衣室、送迎者などを共有
⇒接触感染が発生しやすい環境

（2） 対策
・ リネンなどは患者ごとに交換
・ ベッド柵、オーバーテーブルは透析終了ごとに毎回清拭
・ 聴診器、体温計、血圧計カフは使用後に毎回清拭
・ 透析装置外装は透析終了ごとに清拭
・ 清拭には感染の原因となる細菌やウイルスに応じて、0.05-0.1％の

次亜塩素酸ナトリウム溶液またはアルコール系消毒薬を使用

3. 接触感染



すべての感染経路に対する
基本的な透析室での感染対策

・ 手指衛生

・ 個人防護具（マスク、フェイスシールドまたは
ゴーグル、ガウン、手袋）の着用

・ 手技ごとの新しいディスポーザブル手袋への交換

・ 透析セットやトレイはディスポーザブル製品を使用

・ 透析中に使用する薬物はプレフィルドシリンジ製剤



⑧ フレイル

透析患者は
一般人口に比較して
フレイルの頻度が高い

3人に1人がフレイル、
半数がフレイル予備群

「フレイル」
日常生活に支障のな
い状態から支援・介護
が必要となる状態へ
移行するまでの中間
の過程



サルコペニア＝フィジカル・フレイル

ソーシャル・フレイル

オーラル・フレイル

メンタル・フレイル

様々な要因で
フレイルになる



フレイルの原因と評価基準

1. 原 因

● フィジカル・フレイル
フレイルに最も影響する原因 サルコペニア

● オーラル・フレイル
う歯、歯周病、歯の喪失などの口腔トラブル

・・・食事中にむせる、食べこぼす、噛めない

● メンタル・フレイル
認知機能の低下や意欲・判断力の低下、
抑うつなどの精神心理面

● ソーシャル・フレイル
社会交流の減少、収入の減少、不十分な教育歴、
家族構成などの社会面



2. 評価基準

2016年 フレイル評価基準（J-CHS基準）」

長寿医療研究開発費平成２６年度総括報告書.
フレイルの進行に関わる要因に関する研究（25-11）.

１項目でも満たせばフレイル予備軍、３項目以上はフレイルと診断



フレイルの予防

非透析患者との違い

透析患者はフレイルの頻度が高く、３人に１人がフレイル、
半数がフレイル予備軍との報告
（Lee, SY.et al. The Prevalence, Association, and Clinical Outcomes of Frailty in Maintenance Dialysis 

Patients. Journal of Renal Nutrition 27(2),2017,106-112.)

透析患者ではフレイルの状態が変動
３分の１が改善、３分の1が１年後に悪化
炎症反応や最近の入院歴があるとスコアが悪化

(Johansen, KL. et al. Factors Associated with Frailty and Its Trajectory among Patients on 
Hemodialysis. Clin. J Am Soc. Nephrol. 2017 Jul 7;12(7):1100-1108)

・ ３食を摂取し、バランスのよい食生活
・ 筋肉量を増やすためのスクワット、片足立ちなどの筋肉トレーニング
・ ウォーキングなど 透析患者の身体能力に合わせて歩行速度を

段階的に上げると身体機能が改善
⇒無理のない範囲からスタートし、続けることを最優先

基本は自身で改善できることから始めること



⑧ 皮膚瘙痒症

皮膚のバリア機能により水分を保持し、外部からの刺激を防いでいる

透析患者さんの皮膚

● 透析による除水
水分の接収制限などによ
り皮膚への水分供給が低
下

⇒角層の水分量
が全身で低下

● 皮脂腺・汗腺の萎縮
により皮脂や汗の分泌が
低下

⇒皮膚の乾燥
（ドライスキン）

外からのわずかな刺激に
も皮膚が敏感、かゆみを
感じやすくなる





原 因

1. ドライスキン

2. 腎不全や透析治療に由来する異常

3. 中枢神経内のかゆみ制御の異常

透析患者 ドライスキンが90％
脇腹、腰、すねなどの乾燥しやすい部位
「イッチ、スクラッチ、サイクル」 悪循環

尿毒症性物質の蓄積
ダイアライザと血液が接触することによるアレルギー反応
補体・サイトカインの活性化
二次性副甲状腺機能亢進症
血清カルシウム・リン値の上昇
薬剤によるアレルギー

中枢神経において、内因性オピオイドのうち、
かゆみを誘発するμオピオイドがかゆみを抑制するκオピオイド
よりも優位になっているためかゆみが生じる



2016年9月頃のカテーテル出口部写真

A氏50代男性
約20か月経過

B氏50代男性
約15か月経過

D氏50代女性
約7か月経過

C氏60代男性
約12か月経過



症 状

リ ス ク

魚鱗癬様皮膚、掻き傷、皮膚の炎症、湿疹化
慢性痒疹、結節性痒疹

中等以上のかゆみのある血液透析患者
睡眠障害やうつ病
⇒透析患者のかゆみ：ＱＯＬを低下させ生命に
悪影響を与える重大な合併症

予防法

1. 透析方法の検討

かゆみには複数の原因が関与・・・予防は原因別かつ総合的
行う必要

生体適合性のよいダイアライザを用いて十分な透析を行い、
尿毒症性物質を除去

2. 保湿剤によるスキンケア 低下している皮膚のバリア機能を改善



老化モデルであるKlothoマウスはCKD病態と共通点が多い

透析患者に見られる血管中膜石灰化はヒトの老化に類似する

Hu MC., et al., Annu Rev Physiol 75:503-533, 2013.



内膜石灰化
（アテローム硬化）

中膜石灰化
（メンケベルグ型石灰化硬化）

血管石灰化には内膜石灰化と中膜石灰化がある．
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血液透析患者におけるリン, カルシウム, PTHと死亡リスクの関係 (baseline model, 3年予後)

3.6 ~ 5.0
（P<0.01)

~ 9.0
（P<0.01)

61 ~ 300
（P<0.01)

Taniguchi M et al, TAD, 2013



species Longevity 
P

(years) (mg/dl) 
mouse Klotho-/- 0.15 14 
wild mouse 3 7.8
rat 3 9.0
rabbit 10 7.4
sheep 21 5.5
bear 50 4.9
elephant 70 4.3
human 75 3.6
human centenarian 100 3.1 

Pflugers Arch 2009 

血中リン濃度が高いほど，寿命が短いさまざまな哺乳類を比べてみると，
血清リン値が低い方が寿命が長い



④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（2012年版）

CaとPをどう管理するか？ —目標とモニタリング―

第2章 血清P, Ca濃度の管理

Ⅰ. 血清P ,補正Ca濃度の管理目標値は以下のように設定されている。
1)   血清P濃度の目標値 ：3.5～6.0 mg/dL
2)   血清補正Ca濃度の目標値：8.4～10.0 mg/dL

Ⅱ. P, Caの管理目標値からの治療指針は以下のように示されている
1）血清P濃度、血清補正Ca濃度、血清PTH濃度の順に優先して、管理

目標値内に維持することを推奨する
2）血清P濃度もしくは血清補正Ca濃度が持続して高い場合は、速やか

な治療法の変更を推奨する
3）原則として、血清P濃度、血清補正Ca濃度を管理したうえで、血清

PTH濃度を管理目標値内に保つよう活性型ビタミンD薬もしくはシナ
カルセト塩酸塩の投与を調整することが望ましい

4）血清PTH濃度が高い場合は、P, Caを管理する一つの方法としてシナ
カルセト塩酸塩の投与を考慮することが望ましい



「↑」は開始もしくは増量、「↓」は減量もしくは中止を示す。

* 血清PTH濃度が高値，** もしくは低値の場合に検討する．

10.0

8.4

炭酸Ｃａ ↓
Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↓
活性型ビタミンＤ ↓

Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↓
炭酸Ｃａ ↓

活性型ビタミンＤ ↑ 

Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↓
炭酸Ｃａの食間投与
活性型ビタミンＤ ↑ 
シナカルセト ↓ **

炭酸Ｃａ ↓
Ｃａ非含有Ｐ吸着薬

へ切り替え
活性型ビタミンＤ ↓
シナカルセト ↑ *

炭酸Ｃａ ↑
炭酸Ｃａの食間投与
活性型ビタミンＤ ↑
シナカルセト↓ ** 

炭酸Ｃａ ↓
Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↑
活性型ビタミンＤ ↓
シナカルセト ↑ *

Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↑
炭酸Ｃａ ↑

活性型ビタミンＤ ↓ 
シナカルセト ↑ *

炭酸Ｃａ ↑
Ｃａ非含有Ｐ吸着薬 ↑
シナカルセト↓ ** 

血清P値 (mg/dl)

血清補正Ca値
(mg/dl)

6.03.5

P, Ca
管理目標値

十分な透析量の確保
食事指導（P制限）

透析液Ca濃度の
変更を検討

食事摂取量および
栄養状態の評価

高Ca血症の要因検索
透析液Ca濃度の変更を

検討

58 2

69 3

47 1

CKD-MBDガイドラインで示された『9分割図』



⑩ 骨粗鬆症

腎性骨異栄養症（ROD)

透析患者さんにおける
骨病変は、腎性骨異栄
養症（ROD)と総称され、
線維性骨炎や無形成
骨症、骨軟化症が含ま
れる

しかし、
RODの疾患概念に含まれない
骨粗鬆症も重要

慢性腎臓病患者さんの大腿骨
近位部骨折のリスクが健康な人
より高い



【リン吸着薬一覧】

製品名 用法

レナジェル錠

フォスブロック錠

ビキサロマー キックリンカプセル

ホスレノール（顆粒：250mg/500mg）

ホスレノール（チュアブル：250mg/500mg）

炭酸カルシウム カルタンＯＤ錠（250mg/500mg）

クエン酸第二鉄水和物 リオナ錠

ストロオキシ水酸化鉄 ピートルチュアブル錠（250mg/500mg） 食直前

塩酸セベラマー

炭酸ランタン

食直前

食直後

一般名

因みに、「ホスレノール」、
「リオナ」、「ピートル」は
粉砕が可能です。

http://4.bp.blogspot.com/-Sh1llu1Lc_w/Urlml0rn0KI/AAAAAAAAcII/RYb6Fb4I4y0/s800/fukidashi_bw10.png
http://2.bp.blogspot.com/-Ol_qrNqAZuc/UrlmnAhwJaI/AAAAAAAAcIw/Pt8LGdbFW2U/s800/fukidashi_bw14.png


植物性，動物性食品および無機リン酸における消化管吸収率

特に無機リン酸の摂取は吸収率が高く避けるべきである

Cupisti A, Kalantar-Zadeh K. Semin Nephrol 33:180-190, 2013



無機リン酸を含む食品添加物

徳島大学 竹谷豊先生よりご提供



【カルシウム摂取量と
骨粗鬆症の関係】

http://www.epsl.comlink.ne.jp/~mayus/lifestyle2/milkcalcium2-3.html

Milk intake and risk of mortality 
and fractures in women and 
men:cohort studies

全く飲まない人

1日6杯以上飲んでいる人

リン/たんぱく質比の高い、乳製品を制限することは、骨粗しょう症による
骨折抑制、動脈硬化等による死亡のリスクを軽減することが出来る。

http://4.bp.blogspot.com/-BOp3W6uLTwE/VmFjkix7JDI/AAAAAAAA1Wo/p-W7K2O2Zc8/s800/line_simple09_.png


食品中のリン/たんぱく質比

十分な透析量を確保した上で，嗜好品（特に乳製品）の過剰摂取がないかチェックする

日本食品標準成分表2010より



透析患者さんに
おける

骨粗鬆症治療



透析患者の骨病変と骨粗鬆症

食事療法

腎性骨異栄養症 （renal osteodystrophy ; ROD)
・ 副甲状腺ホルモン（parathyroid hormone; PTH)が亢進した

二次性副甲状腺機能亢進症による線維性骨炎
・ おもにＰＴＨ低下に伴う無形成骨症
・ 活性ビタミンＤ不足やアルミニウム過剰による骨軟化症

(Sherrard, DJ. et al. The spectrum of bone disease in end-stage renal failure--an 
evolving disorder. Kidney Int.1993 Feb;43(2):436-442.)

日本骨粗鬆症学会「生活習慣病骨折リスクに関する診療ガイド」/2011.p112.

慢性腎臓病は糖尿病と並んで二次的に骨折リスクを
上昇させる疾患

これまでカルシウム摂取が推奨されてきたが、カルシウ
ム単独の有効性レベルは低い

（骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編.
骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015年版.2015. p218.)

石灰化を助長したり、多くのカルシウム含食品にはリンが
豊富に含まれるため積極的には推奨されない



運動療法

● 背筋強化は椎体骨折予防

● 筋力訓練・バランス訓練は転倒予防に有効

● 年齢、活動性、転倒リスク、骨粗鬆症の
重症度などを考慮し、運動療法を取り入れ
ていくことが重要

透析患者の心肺機能や身体機能を高める治療法

腎臓リハビリテーション



1. ビスホスホネート製剤

薬物療法

2. 活性型ビタミンD3製剤

3. デノスマブ

4. ラロキシフェン塩酸塩

5. PTH製剤

アレンドロン酸ナトリウム水和物（フォサマック® ボナロン® ）
ミノドロン酸水和物（ボノテオ® リカルボン®）
イバンドロン酸ナトリウム水和物（ボンビバ®）

エルデカルシトール（エディロール®）

（エビスタ®）

テリパラチド®（フォルテオ®） テリパラチド酢酸塩（テリボン®）



最近のトピックス

＃１ クエン酸第2鉄（リオナ錠）は、FGF23を低下
させ心機能改善につながる。

＃２ 石灰化した大動脈のCaが除去される。

＃３ カルシウム含有りん吸着薬（カルタン）の投
与が大動脈石灰化を助長させた。



維持透析患者の管理

① VAの管理
② DWの設定（降圧剤・IVC）
③ 検査データの管理（透析効率等）
④ 副甲状腺のチェック（MBD）
⑤ 心機能のチェック
⑥ 足病のチェック
⑦ 悪性疾患早期発見のための検査

（消化管の定期検査、全身CT等）
⑧ 骨そしょう症の管理
⑨ 頸動脈のチェック
⑩ 認知症の管理
⑪ 通院状況の管理


