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弁天島と浜名大橋：静岡県
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CKD Liaison No.232

 連携が進む糖尿病領域において
 残された課題

　浜松市では10年前の2011年に澤
田健氏（浜松北病院）と菊池範行氏
（きくち内科クリニック）が発起人とな
り，森田浩氏（藤枝市立総合病院）
がサポートする体制で「糖尿病のより
よい連携医療をめざす会」が設立さ
れた。以降は，同会を中心に，糖尿
病領域において基幹病院とかかりつ
け医の連携を推進し，糖尿病の早期
発見から合併症の発症・進展予防を
目指す取り組みが行われてきた。
　たとえば，同会では地域における
糖尿病領域の知識の共有や更新を
目的に年2回の講演会・研究会を開
催しており，医師やその他職種が毎
回100人以上参加する。現在では，
同会から派生した「浜松の糖尿病を
考える会」も設立され，地域糖尿病
療養指導士（CDEL）の育成や市民
への啓発活動を行っている。
　糖尿病領域においては順調に連
携が推進されているようにみえるが，
釣谷氏によると，過去にかかりつけ医

から糖尿病専門医への紹介基準を
記した連携用フォーマットを作成した
ものの，活用されたケースはかなり少
なかったという。
　「確かに連携は推進されつつありま
すが，かかりつけ医の先生方はそれ
までのご経験から，独自のやり方で患
者さんを紹介しています。このため，
現在，当院に紹介されてくる糖尿病
患者さんは罹病期間が長くてコント
ロール困難，またはインスリンを使用し
ている進行例が中心となっています。
早期の段階で紹介される例は少ない
のです」（釣谷氏）。

 CKD病診連携の過去を教訓に

　一方，浜松市では浜松医科大学
医学部附属病院のほか，聖隷浜松
病院，聖隷三方原病院，浜松医療
センターなどに腎臓専門医が常勤し
ており，糖尿病性腎症を専門的に診
る環境はある程度充足している状況
にある。
　そうしたなか，「腎臓領域の連携に
ついては，過去から学ぶべきことがあ

る」と安田氏は指摘する。安田氏によ
ると，20年ほど前にCKDの概念が提
唱されたとき，浜松市では当時の浜松
医科大学第一内科の菱田明氏や藤
垣嘉秀氏，聖隷浜松病院の磯﨑泰
介氏らが尽力して，医師会とのCKD
病診連携システムを構築し，勉強会
などが頻繁に開催されていたという。
　全国に先駆けた活動は話題を呼
び，浜松市では一気に連携の機運が
高まったが，時が経つにつれ，徐々に
従来の診療スタイルに戻っていったと
安田氏は振り返る。「あれだけ活発
だったCKD病診連携が続かなかっ
たのは，結果として，患者さんやかか
りつけ医の先生方の満足度に貢献す
る連携ができていなかったのだと思い
ます」（安田氏）。
　その後も，かかりつけ医と腎臓専
門医の個人的なつながりによる紹介
や逆紹介は行われてきたが，標準化
された紹介基準はないに等しい状況
が続いていた。「適切なタイミングで患
者さんが紹介されてきたと思えば，や
はり糖尿病性腎症に関心の高い先生
の患者さんです。関心をもってもらう

よる追跡・分析が行えるため，糖尿
病性腎症の病期や血清クレアチニ
ン，微量アルブミン尿測定率などの推
移も評価する。
　釣谷氏は，プログラムを通じて「糖
尿病性腎症の早期発見につなげるた
め，微量アルブミン尿測定の意義を
周知したいと考えています。測定率
をアウトカム指標に入れたのも，かかり
つけ医の意識変革を促すためです」
と強調する。
　糖尿病性腎症では，血清クレアチ
ニン上昇やeGFR低下は第3期（顕
性腎症期）後半から現れ始め，第4
期（腎不全期），第5期（透析療法
期）で顕著となる。アウトカム指標の
改善のためには，第2期の段階で微
量アルブミン尿を測定すれば，早期に
腎症を発見し，腎機能低下速度の抑
制につなげることができると考えられ
る。しかし，微量アルブミン尿測定率
は全国的にも十分とはいえず，浜松
市でも同じ傾向にあるため，測定の
意義に関する周知を強化し，実施率
を上げることもプログラムの狙いのひと
つであると釣谷氏は指摘した。

 医療機関未受診，治療中断者を
 プログラムにつなげる

　さらに，プログラムでは，浜松市薬剤
師会で講習を修了したかかりつけ薬剤
師（協力薬局）における相談率をアウ
トカム指標としているのも特徴である。
　釣谷氏は「患者さんが医療機関を
受診しないのには，さまざまな理由が
あるはずです。検討会では，行政の
受診勧奨だけでかかりつけ医につな
げるのはハードルが高いという指摘も
ありました」と話す。
　そこで，患者にとって比較的身近
な存在である薬剤師が健康状態につ
いて相談に乗り，受診の動機づけを

行うことで，患者と医療機関を結びつ
ける流れを期待した。「入口のハード
ルは少しでも低いほうがいい。医師だ
けでなく，その他の職種の視点も入
れることで包括的なアプローチを実現
し，1人でも多くの患者さんをプログラ
ムに組み込みたいと考えています」と
釣谷氏は期待する。
　安田氏も，「新規透析導入者数を抑
制するために最も有効なのは，医療
機関未受診者，治療中断者へのアプ
ローチ」と指摘する。「そういった人た
ちを医療につなげることができれば，
数年で浜松市の透析医療の状況は
大きく変わるのではないでしょうか。そ
れを実現するには，多職種かつ地域
社会全体で対策に取り組む体制づく
りが必要です」（安田氏）。

 走り出すプログラムへの期待

　プログラムがスタートし，釣谷氏は，
浜松市での取り組みを成功に導くた
めに必要な点として，「結果を出すこ
と」と明言する。「安田先生が指摘さ
れた“患者さんとかかりつけ医の先生
方の満足度に貢献すること”もそうで
すし，プログラムを通じてよい効果が
生まれることをみんなに実感してもら
いたいと考えています。将来的に
データが積み重なり，プログラムがア
ウトカム指標の改善に着実に貢献す

ることが明らかになれば，医師も患者
さんも主体的に動くようになると思いま
す」（釣谷氏）。そして，その成果が
国保被保険者のみならず，浜松市の
糖尿病患者全体の腎症重症化予防
につながることを期待したいと話す。
　安田氏は，過去のCKD病診連携
を振り返り，「やはり，機運の持続は非
常に重要です。一度盛り上がっても，
それがずっと続くわけではない状況は
この目で見てきました。いま，糖尿病
性腎症をめぐる連携はあらためて盛り
上がりをみせています。大いにこの機
運に乗じて，盛り上がりを継続させて
いきたい」とプログラムによる連携の充
実に期待を示した。
　「プログラムが走るなかで，おそらく
予想外の問題も生じてくるでしょう。し
かし，トライアル・アンド・エラーの気
持ちで，難しい局面に遭遇してもみん
なが同じ方向を向き，地域社会全体
で協力していくことで，必ず展望が開
けると思います」（安田氏）。

ことが，連携には非常に重要」と安田
氏は指摘する。
　こうした状況を踏まえ，浜松市では
2019年に「浜松市国民健康保険糖
尿病性腎症重症化予防検討会（以
下，検討会）」を設置。行政を中心
に，浜松医科大学，浜松市医師会・
歯科医師会・薬剤師会，静岡県栄
養士会，糖尿病専門医，腎臓専門
医らにより，浜松市における糖尿病性
腎症重症化予防に向けた課題の洗
い出しや，プログラム策定に向けた話
し合いが重ねられた。

 かかりつけ医からの紹介先を
 腎臓専門医に限定

　2021年4月からスタートした浜松市
国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムでは，かかりつけ医か
ら専門医への紹介基準を糖尿病性
腎症病期分類の第2期（早期腎症
期）とし，“専門医”の定義を腎臓専門
医に限定した。
　「これはおそらく，全国的にみても
かなり特殊だと思います。腎臓専門
医の先生方の全面的な協力が得ら
れたからこそ実現した，通常ではあり
えない連携のかたちです」と釣谷氏
は強調する。
　安田氏は，紹介先を腎臓専門医と
することを承諾した点について，「まず，
かかりつけ医の先生方の混乱を避け
る目的がありました」と解説した。「糖尿
病性腎症重症化予防プログラムには2
つの見方があり，ターゲットが血糖コン
トロールなのか，あるいは腎症の予防・
重症化防止なのかがいささか不透明
です。そこで，かかりつけ医の先生方
の混乱を避けるための仕組みが必要
であると考えました」（安田氏）。
　検討会では，かかりつけ医を受診
中の糖尿病患者について，顕性蛋白

尿が認められる状態でも専門医につ
ながっていないケースが多く，かかり
つけ医に腎症早期発見の重要性を
認識してもらう必要があることも指摘
されていた。
　ハイリスク糖尿病患者の紹介先と
して漠然と“専門医”と示すと，当然，
糖尿病専門医も含まれることが想定
される。かかりつけ医からみると，“糖
尿病についてはしっかり診ている”と
紹介の必要性を感じてもらえないこと
が懸念された。
　しかも，糖尿病の血糖コントロール
については「糖尿病のよりよい連携医
療をめざす会」ですでに連携体制が
構築されつつある。「それなら，このプ
ログラムは腎臓に特化したものと位置
づけることが，かかりつけ医の先生方
へのシンプルなメッセージになるだろう
と思いました。そのため，受け皿となる
専門医は，腎臓専門医であるべきだと
考えたのです」と安田氏は説明する。

 プログラムで糖尿病性腎症診療の
 底上げを期待

　プログラムで専門医の窓口を腎臓
専門医に限定したことで，腎症の可能
性がある糖尿病患者はいったん腎臓
専門医を受診するレールが敷かれた。
　「このことは，地域の糖尿病性腎症
診療の底上げにつながるのでは」と釣
谷氏は期待する。また，糖尿病患者
には，「腎臓専門医に診てもらわない
といけないほどなのか」と治療に前向
きになってもらえる側面も期待される。
　安田氏は「20年前にCKD病診連
携の機運が高まったものの，それを継
続できなかった過去を反省材料とした
いと考えています。今回，このプログ
ラムが走ることは新たな機運につなが
るはずです。そこで，受け皿となるわ
れわれ腎臓専門医が注意すべきこと

は，紹介患者さんへの対応の標準化
だと思います」と指摘する。「たとえば，
せっかくかかりつけ医の先生方から
紹介を受けても，腎臓専門医が診る
のが1ヵ月，2ヵ月後であったり，逆紹
介でフィードバックする情報が不足し
ていたりと，CKD病診連携では反省
すべき点が多々ありました」と安田氏
は振り返る。
　実際，プログラム策定に向けた検
討会でも，「腎臓専門医に紹介して
も，腎機能の数値のみが返ってくるだ
けではないか」という厳しい意見も
あった。「今回のプログラムも，患者さ
んやかかりつけ医の先生方に満足し
てもらえる内容でないと，いずれ連携
が尻すぼみになっていくことは容易に
予想されます。せっかくの紹介を無駄
にしないよう，どの腎臓専門医が診て
も，患者さんやかかりつけ医の先生方
に満足してもらえる連携を目指すべき
であると認識しています」（安田氏）。

 アウトカム指標の設定により
 早期介入を目指す

　現在，全国的に糖尿病性腎症重
症化予防プログラムが展開されてい
るなか，多くの自治体でアウトカム指標
を掲げた効果検証が行われている。
　浜松市では，まず，特定健康診査
後の受診勧奨により医療機関を受診
した人の割合，医療機関から腎臓専
門医を受診した人の割合，「医療機
関への依頼書兼受診結果報告書」
（12ページ参照）が市へ返送された
割合，アルブミン定量検査結果などの
実績を評価する。さらに，重症化予
防の観点から，最終的なアウトカム指
標としては，生存率や人工透析導入
率などを評価する。
　また，国保のデータベースでは，個
人単位の履歴についても経年比較に

 浜松市の糖尿病性腎症を
 取り巻く現状

　浜松市は，静岡県西部に位置し，
市としては全国2番目に広い面積に
人口約80万人を擁する政令指定都
市である。各産業に従事する従業員
数は製造業が23.0％1）と最も多く，先
端技術産業が集中する「ものづくりの
まち」であると同時に，広大な平野・
森林と豊富な水産資源に恵まれた国
土縮図型の都市でもある。
　2019年度末時点の国民健康保険
（以下，国保）被保険者数は約16万
人。浜松市民の約5人に1人が加入
し2），被保険者数は年々減少傾向に
あるものの，1人あたり医療費は右肩

上がりで増加している。外来医療費
では，「慢性腎不全（透析あり）」が
10.5％ 3）と最も高い。同時に，透析患
者数の割合も政令指定都市平均や
全国平均に比べて高く，50代以上の
年間平均医療費が約600万円3）で
あることから，浜松市の医療費適正
化に向けた重点課題となっている。
　安田氏は「糖尿病性腎症から透析
導入に至った割合を世代別にみると，
40代男性で7.0％ 3）と最も高くなって
います。さらに，40代男性透析患者
のうち65.4％が糖尿病患者です3）。
糖尿病対策はあらゆる年代の課題で
すが，浜松市では特に若年層男性が
重点ターゲットだと考えています」と現
状を分析する。

　また，この現状について釣谷氏は
「糖尿病への介入を目的として，女性
については妊娠糖尿病と診断された
人を5年間経過観察するプログラムを
市の事業として立ち上げました。一
方，男性に対しては実効性のある介
入の手立てがないのが実情です」と
説明した。
　「ターゲットとなるべき人が医療機
関を受診していれば，何らかの介入
が可能です。しかし，医療機関未受
診者と治療中断者に対しては医療か
らのアプローチが難しく，行政とともに
今後取り組むべき課題と認識していま
す」と安田氏は指摘する。

　浜松市は，人口約80万人のうち約5分の1が国民健康保険に加入し，被保険者数は年々減少しているものの
1人あたり医療費は増加傾向にある。なかでも慢性腎不全が占める割合は高く，糖尿病性腎症の早期発見・早期
介入が重点課題となっている。2021年4月1日からスタートした浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防プ
ログラムで特筆すべきは，かかりつけ医からの紹介先が腎臓専門医のみというシンプルな紹介フローとした点であ
る。今回は，専門医の立場からプログラム策定に向けた「浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防検討
会」に参加した浜松医科大学医学部附属病院 腎臓内科 病院准教授の安田日出夫氏と，同病院内分泌・代謝内
科 診療助教の釣谷大輔氏に，浜松市の糖尿病性腎症の現状と課題，プログラムの内容について伺った。

安田日出夫
浜松医科大学医学部附属病院 腎臓内科 病院准教授

ドクター 
インタビュー

1995年浜松医科大学医学部卒業。1996年東京都老人医療センター内科，1998年富士
宮市立病院内科，1999年浜松医科大学大学院，2003年米国国立衛生研究所にて敗血症
性急性腎障害の研究に従事。2006年浜松医科大学内科学第一助教，2006年同大学救急
医学助教，2013年同大学医学部附属病院第一内科講師を経て2017年より現職。日本内
科学会総合内科専門医，日本腎臓学会専門医・評議員，日本透析医学会専門医・評議員など。

Yasuda
Hideo



CKD Liaison No.23 3

 連携が進む糖尿病領域において
 残された課題

　浜松市では10年前の2011年に澤
田健氏（浜松北病院）と菊池範行氏
（きくち内科クリニック）が発起人とな
り，森田浩氏（藤枝市立総合病院）
がサポートする体制で「糖尿病のより
よい連携医療をめざす会」が設立さ
れた。以降は，同会を中心に，糖尿
病領域において基幹病院とかかりつ
け医の連携を推進し，糖尿病の早期
発見から合併症の発症・進展予防を
目指す取り組みが行われてきた。
　たとえば，同会では地域における
糖尿病領域の知識の共有や更新を
目的に年2回の講演会・研究会を開
催しており，医師やその他職種が毎
回100人以上参加する。現在では，
同会から派生した「浜松の糖尿病を
考える会」も設立され，地域糖尿病
療養指導士（CDEL）の育成や市民
への啓発活動を行っている。
　糖尿病領域においては順調に連
携が推進されているようにみえるが，
釣谷氏によると，過去にかかりつけ医

から糖尿病専門医への紹介基準を
記した連携用フォーマットを作成した
ものの，活用されたケースはかなり少
なかったという。
　「確かに連携は推進されつつありま
すが，かかりつけ医の先生方はそれ
までのご経験から，独自のやり方で患
者さんを紹介しています。このため，
現在，当院に紹介されてくる糖尿病
患者さんは罹病期間が長くてコント
ロール困難，またはインスリンを使用し
ている進行例が中心となっています。
早期の段階で紹介される例は少ない
のです」（釣谷氏）。

 CKD病診連携の過去を教訓に

　一方，浜松市では浜松医科大学
医学部附属病院のほか，聖隷浜松
病院，聖隷三方原病院，浜松医療
センターなどに腎臓専門医が常勤し
ており，糖尿病性腎症を専門的に診
る環境はある程度充足している状況
にある。
　そうしたなか，「腎臓領域の連携に
ついては，過去から学ぶべきことがあ

る」と安田氏は指摘する。安田氏によ
ると，20年ほど前にCKDの概念が提
唱されたとき，浜松市では当時の浜松
医科大学第一内科の菱田明氏や藤
垣嘉秀氏，聖隷浜松病院の磯﨑泰
介氏らが尽力して，医師会とのCKD
病診連携システムを構築し，勉強会
などが頻繁に開催されていたという。
　全国に先駆けた活動は話題を呼
び，浜松市では一気に連携の機運が
高まったが，時が経つにつれ，徐々に
従来の診療スタイルに戻っていったと
安田氏は振り返る。「あれだけ活発
だったCKD病診連携が続かなかっ
たのは，結果として，患者さんやかか
りつけ医の先生方の満足度に貢献す
る連携ができていなかったのだと思い
ます」（安田氏）。
　その後も，かかりつけ医と腎臓専
門医の個人的なつながりによる紹介
や逆紹介は行われてきたが，標準化
された紹介基準はないに等しい状況
が続いていた。「適切なタイミングで患
者さんが紹介されてきたと思えば，や
はり糖尿病性腎症に関心の高い先生
の患者さんです。関心をもってもらう

よる追跡・分析が行えるため，糖尿
病性腎症の病期や血清クレアチニ
ン，微量アルブミン尿測定率などの推
移も評価する。
　釣谷氏は，プログラムを通じて「糖
尿病性腎症の早期発見につなげるた
め，微量アルブミン尿測定の意義を
周知したいと考えています。測定率
をアウトカム指標に入れたのも，かかり
つけ医の意識変革を促すためです」
と強調する。
　糖尿病性腎症では，血清クレアチ
ニン上昇やeGFR低下は第3期（顕
性腎症期）後半から現れ始め，第4
期（腎不全期），第5期（透析療法
期）で顕著となる。アウトカム指標の
改善のためには，第2期の段階で微
量アルブミン尿を測定すれば，早期に
腎症を発見し，腎機能低下速度の抑
制につなげることができると考えられ
る。しかし，微量アルブミン尿測定率
は全国的にも十分とはいえず，浜松
市でも同じ傾向にあるため，測定の
意義に関する周知を強化し，実施率
を上げることもプログラムの狙いのひと
つであると釣谷氏は指摘した。

 医療機関未受診，治療中断者を
 プログラムにつなげる

　さらに，プログラムでは，浜松市薬剤
師会で講習を修了したかかりつけ薬剤
師（協力薬局）における相談率をアウ
トカム指標としているのも特徴である。
　釣谷氏は「患者さんが医療機関を
受診しないのには，さまざまな理由が
あるはずです。検討会では，行政の
受診勧奨だけでかかりつけ医につな
げるのはハードルが高いという指摘も
ありました」と話す。
　そこで，患者にとって比較的身近
な存在である薬剤師が健康状態につ
いて相談に乗り，受診の動機づけを

行うことで，患者と医療機関を結びつ
ける流れを期待した。「入口のハード
ルは少しでも低いほうがいい。医師だ
けでなく，その他の職種の視点も入
れることで包括的なアプローチを実現
し，1人でも多くの患者さんをプログラ
ムに組み込みたいと考えています」と
釣谷氏は期待する。
　安田氏も，「新規透析導入者数を抑
制するために最も有効なのは，医療
機関未受診者，治療中断者へのアプ
ローチ」と指摘する。「そういった人た
ちを医療につなげることができれば，
数年で浜松市の透析医療の状況は
大きく変わるのではないでしょうか。そ
れを実現するには，多職種かつ地域
社会全体で対策に取り組む体制づく
りが必要です」（安田氏）。

 走り出すプログラムへの期待

　プログラムがスタートし，釣谷氏は，
浜松市での取り組みを成功に導くた
めに必要な点として，「結果を出すこ
と」と明言する。「安田先生が指摘さ
れた“患者さんとかかりつけ医の先生
方の満足度に貢献すること”もそうで
すし，プログラムを通じてよい効果が
生まれることをみんなに実感してもら
いたいと考えています。将来的に
データが積み重なり，プログラムがア
ウトカム指標の改善に着実に貢献す

ることが明らかになれば，医師も患者
さんも主体的に動くようになると思いま
す」（釣谷氏）。そして，その成果が
国保被保険者のみならず，浜松市の
糖尿病患者全体の腎症重症化予防
につながることを期待したいと話す。
　安田氏は，過去のCKD病診連携
を振り返り，「やはり，機運の持続は非
常に重要です。一度盛り上がっても，
それがずっと続くわけではない状況は
この目で見てきました。いま，糖尿病
性腎症をめぐる連携はあらためて盛り
上がりをみせています。大いにこの機
運に乗じて，盛り上がりを継続させて
いきたい」とプログラムによる連携の充
実に期待を示した。
　「プログラムが走るなかで，おそらく
予想外の問題も生じてくるでしょう。し
かし，トライアル・アンド・エラーの気
持ちで，難しい局面に遭遇してもみん
なが同じ方向を向き，地域社会全体
で協力していくことで，必ず展望が開
けると思います」（安田氏）。

ことが，連携には非常に重要」と安田
氏は指摘する。
　こうした状況を踏まえ，浜松市では
2019年に「浜松市国民健康保険糖
尿病性腎症重症化予防検討会（以
下，検討会）」を設置。行政を中心
に，浜松医科大学，浜松市医師会・
歯科医師会・薬剤師会，静岡県栄
養士会，糖尿病専門医，腎臓専門
医らにより，浜松市における糖尿病性
腎症重症化予防に向けた課題の洗
い出しや，プログラム策定に向けた話
し合いが重ねられた。

 かかりつけ医からの紹介先を
 腎臓専門医に限定

　2021年4月からスタートした浜松市
国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムでは，かかりつけ医か
ら専門医への紹介基準を糖尿病性
腎症病期分類の第2期（早期腎症
期）とし，“専門医”の定義を腎臓専門
医に限定した。
　「これはおそらく，全国的にみても
かなり特殊だと思います。腎臓専門
医の先生方の全面的な協力が得ら
れたからこそ実現した，通常ではあり
えない連携のかたちです」と釣谷氏
は強調する。
　安田氏は，紹介先を腎臓専門医と
することを承諾した点について，「まず，
かかりつけ医の先生方の混乱を避け
る目的がありました」と解説した。「糖尿
病性腎症重症化予防プログラムには2
つの見方があり，ターゲットが血糖コン
トロールなのか，あるいは腎症の予防・
重症化防止なのかがいささか不透明
です。そこで，かかりつけ医の先生方
の混乱を避けるための仕組みが必要
であると考えました」（安田氏）。
　検討会では，かかりつけ医を受診
中の糖尿病患者について，顕性蛋白

尿が認められる状態でも専門医につ
ながっていないケースが多く，かかり
つけ医に腎症早期発見の重要性を
認識してもらう必要があることも指摘
されていた。
　ハイリスク糖尿病患者の紹介先と
して漠然と“専門医”と示すと，当然，
糖尿病専門医も含まれることが想定
される。かかりつけ医からみると，“糖
尿病についてはしっかり診ている”と
紹介の必要性を感じてもらえないこと
が懸念された。
　しかも，糖尿病の血糖コントロール
については「糖尿病のよりよい連携医
療をめざす会」ですでに連携体制が
構築されつつある。「それなら，このプ
ログラムは腎臓に特化したものと位置
づけることが，かかりつけ医の先生方
へのシンプルなメッセージになるだろう
と思いました。そのため，受け皿となる
専門医は，腎臓専門医であるべきだと
考えたのです」と安田氏は説明する。

 プログラムで糖尿病性腎症診療の
 底上げを期待

　プログラムで専門医の窓口を腎臓
専門医に限定したことで，腎症の可能
性がある糖尿病患者はいったん腎臓
専門医を受診するレールが敷かれた。
　「このことは，地域の糖尿病性腎症
診療の底上げにつながるのでは」と釣
谷氏は期待する。また，糖尿病患者
には，「腎臓専門医に診てもらわない
といけないほどなのか」と治療に前向
きになってもらえる側面も期待される。
　安田氏は「20年前にCKD病診連
携の機運が高まったものの，それを継
続できなかった過去を反省材料とした
いと考えています。今回，このプログ
ラムが走ることは新たな機運につなが
るはずです。そこで，受け皿となるわ
れわれ腎臓専門医が注意すべきこと

は，紹介患者さんへの対応の標準化
だと思います」と指摘する。「たとえば，
せっかくかかりつけ医の先生方から
紹介を受けても，腎臓専門医が診る
のが1ヵ月，2ヵ月後であったり，逆紹
介でフィードバックする情報が不足し
ていたりと，CKD病診連携では反省
すべき点が多々ありました」と安田氏
は振り返る。
　実際，プログラム策定に向けた検
討会でも，「腎臓専門医に紹介して
も，腎機能の数値のみが返ってくるだ
けではないか」という厳しい意見も
あった。「今回のプログラムも，患者さ
んやかかりつけ医の先生方に満足し
てもらえる内容でないと，いずれ連携
が尻すぼみになっていくことは容易に
予想されます。せっかくの紹介を無駄
にしないよう，どの腎臓専門医が診て
も，患者さんやかかりつけ医の先生方
に満足してもらえる連携を目指すべき
であると認識しています」（安田氏）。

 アウトカム指標の設定により
 早期介入を目指す

　現在，全国的に糖尿病性腎症重
症化予防プログラムが展開されてい
るなか，多くの自治体でアウトカム指標
を掲げた効果検証が行われている。
　浜松市では，まず，特定健康診査
後の受診勧奨により医療機関を受診
した人の割合，医療機関から腎臓専
門医を受診した人の割合，「医療機
関への依頼書兼受診結果報告書」
（12ページ参照）が市へ返送された
割合，アルブミン定量検査結果などの
実績を評価する。さらに，重症化予
防の観点から，最終的なアウトカム指
標としては，生存率や人工透析導入
率などを評価する。
　また，国保のデータベースでは，個
人単位の履歴についても経年比較に

 浜松市の糖尿病性腎症を
 取り巻く現状

　浜松市は，静岡県西部に位置し，
市としては全国2番目に広い面積に
人口約80万人を擁する政令指定都
市である。各産業に従事する従業員
数は製造業が23.0％1）と最も多く，先
端技術産業が集中する「ものづくりの
まち」であると同時に，広大な平野・
森林と豊富な水産資源に恵まれた国
土縮図型の都市でもある。
　2019年度末時点の国民健康保険
（以下，国保）被保険者数は約16万
人。浜松市民の約5人に1人が加入
し2），被保険者数は年々減少傾向に
あるものの，1人あたり医療費は右肩

上がりで増加している。外来医療費
では，「慢性腎不全（透析あり）」が
10.5％ 3）と最も高い。同時に，透析患
者数の割合も政令指定都市平均や
全国平均に比べて高く，50代以上の
年間平均医療費が約600万円3）で
あることから，浜松市の医療費適正
化に向けた重点課題となっている。
　安田氏は「糖尿病性腎症から透析
導入に至った割合を世代別にみると，
40代男性で7.0％ 3）と最も高くなって
います。さらに，40代男性透析患者
のうち65.4％が糖尿病患者です3）。
糖尿病対策はあらゆる年代の課題で
すが，浜松市では特に若年層男性が
重点ターゲットだと考えています」と現
状を分析する。

　また，この現状について釣谷氏は
「糖尿病への介入を目的として，女性
については妊娠糖尿病と診断された
人を5年間経過観察するプログラムを
市の事業として立ち上げました。一
方，男性に対しては実効性のある介
入の手立てがないのが実情です」と
説明した。
　「ターゲットとなるべき人が医療機
関を受診していれば，何らかの介入
が可能です。しかし，医療機関未受
診者と治療中断者に対しては医療か
らのアプローチが難しく，行政とともに
今後取り組むべき課題と認識していま
す」と安田氏は指摘する。
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 連携が進む糖尿病領域において
 残された課題

　浜松市では10年前の2011年に澤
田健氏（浜松北病院）と菊池範行氏
（きくち内科クリニック）が発起人とな
り，森田浩氏（藤枝市立総合病院）
がサポートする体制で「糖尿病のより
よい連携医療をめざす会」が設立さ
れた。以降は，同会を中心に，糖尿
病領域において基幹病院とかかりつ
け医の連携を推進し，糖尿病の早期
発見から合併症の発症・進展予防を
目指す取り組みが行われてきた。
　たとえば，同会では地域における
糖尿病領域の知識の共有や更新を
目的に年2回の講演会・研究会を開
催しており，医師やその他職種が毎
回100人以上参加する。現在では，
同会から派生した「浜松の糖尿病を
考える会」も設立され，地域糖尿病
療養指導士（CDEL）の育成や市民
への啓発活動を行っている。
　糖尿病領域においては順調に連
携が推進されているようにみえるが，
釣谷氏によると，過去にかかりつけ医

から糖尿病専門医への紹介基準を
記した連携用フォーマットを作成した
ものの，活用されたケースはかなり少
なかったという。
　「確かに連携は推進されつつありま
すが，かかりつけ医の先生方はそれ
までのご経験から，独自のやり方で患
者さんを紹介しています。このため，
現在，当院に紹介されてくる糖尿病
患者さんは罹病期間が長くてコント
ロール困難，またはインスリンを使用し
ている進行例が中心となっています。
早期の段階で紹介される例は少ない
のです」（釣谷氏）。

 CKD病診連携の過去を教訓に

　一方，浜松市では浜松医科大学
医学部附属病院のほか，聖隷浜松
病院，聖隷三方原病院，浜松医療
センターなどに腎臓専門医が常勤し
ており，糖尿病性腎症を専門的に診
る環境はある程度充足している状況
にある。
　そうしたなか，「腎臓領域の連携に
ついては，過去から学ぶべきことがあ

る」と安田氏は指摘する。安田氏によ
ると，20年ほど前にCKDの概念が提
唱されたとき，浜松市では当時の浜松
医科大学第一内科の菱田明氏や藤
垣嘉秀氏，聖隷浜松病院の磯﨑泰
介氏らが尽力して，医師会とのCKD
病診連携システムを構築し，勉強会
などが頻繁に開催されていたという。
　全国に先駆けた活動は話題を呼
び，浜松市では一気に連携の機運が
高まったが，時が経つにつれ，徐々に
従来の診療スタイルに戻っていったと
安田氏は振り返る。「あれだけ活発
だったCKD病診連携が続かなかっ
たのは，結果として，患者さんやかか
りつけ医の先生方の満足度に貢献す
る連携ができていなかったのだと思い
ます」（安田氏）。
　その後も，かかりつけ医と腎臓専
門医の個人的なつながりによる紹介
や逆紹介は行われてきたが，標準化
された紹介基準はないに等しい状況
が続いていた。「適切なタイミングで患
者さんが紹介されてきたと思えば，や
はり糖尿病性腎症に関心の高い先生
の患者さんです。関心をもってもらう

よる追跡・分析が行えるため，糖尿
病性腎症の病期や血清クレアチニ
ン，微量アルブミン尿測定率などの推
移も評価する。
　釣谷氏は，プログラムを通じて「糖
尿病性腎症の早期発見につなげるた
め，微量アルブミン尿測定の意義を
周知したいと考えています。測定率
をアウトカム指標に入れたのも，かかり
つけ医の意識変革を促すためです」
と強調する。
　糖尿病性腎症では，血清クレアチ
ニン上昇やeGFR低下は第3期（顕
性腎症期）後半から現れ始め，第4
期（腎不全期），第5期（透析療法
期）で顕著となる。アウトカム指標の
改善のためには，第2期の段階で微
量アルブミン尿を測定すれば，早期に
腎症を発見し，腎機能低下速度の抑
制につなげることができると考えられ
る。しかし，微量アルブミン尿測定率
は全国的にも十分とはいえず，浜松
市でも同じ傾向にあるため，測定の
意義に関する周知を強化し，実施率
を上げることもプログラムの狙いのひと
つであると釣谷氏は指摘した。

 医療機関未受診，治療中断者を
 プログラムにつなげる

　さらに，プログラムでは，浜松市薬剤
師会で講習を修了したかかりつけ薬剤
師（協力薬局）における相談率をアウ
トカム指標としているのも特徴である。
　釣谷氏は「患者さんが医療機関を
受診しないのには，さまざまな理由が
あるはずです。検討会では，行政の
受診勧奨だけでかかりつけ医につな
げるのはハードルが高いという指摘も
ありました」と話す。
　そこで，患者にとって比較的身近
な存在である薬剤師が健康状態につ
いて相談に乗り，受診の動機づけを

行うことで，患者と医療機関を結びつ
ける流れを期待した。「入口のハード
ルは少しでも低いほうがいい。医師だ
けでなく，その他の職種の視点も入
れることで包括的なアプローチを実現
し，1人でも多くの患者さんをプログラ
ムに組み込みたいと考えています」と
釣谷氏は期待する。
　安田氏も，「新規透析導入者数を抑
制するために最も有効なのは，医療
機関未受診者，治療中断者へのアプ
ローチ」と指摘する。「そういった人た
ちを医療につなげることができれば，
数年で浜松市の透析医療の状況は
大きく変わるのではないでしょうか。そ
れを実現するには，多職種かつ地域
社会全体で対策に取り組む体制づく
りが必要です」（安田氏）。

 走り出すプログラムへの期待

　プログラムがスタートし，釣谷氏は，
浜松市での取り組みを成功に導くた
めに必要な点として，「結果を出すこ
と」と明言する。「安田先生が指摘さ
れた“患者さんとかかりつけ医の先生
方の満足度に貢献すること”もそうで
すし，プログラムを通じてよい効果が
生まれることをみんなに実感してもら
いたいと考えています。将来的に
データが積み重なり，プログラムがア
ウトカム指標の改善に着実に貢献す

ることが明らかになれば，医師も患者
さんも主体的に動くようになると思いま
す」（釣谷氏）。そして，その成果が
国保被保険者のみならず，浜松市の
糖尿病患者全体の腎症重症化予防
につながることを期待したいと話す。
　安田氏は，過去のCKD病診連携
を振り返り，「やはり，機運の持続は非
常に重要です。一度盛り上がっても，
それがずっと続くわけではない状況は
この目で見てきました。いま，糖尿病
性腎症をめぐる連携はあらためて盛り
上がりをみせています。大いにこの機
運に乗じて，盛り上がりを継続させて
いきたい」とプログラムによる連携の充
実に期待を示した。
　「プログラムが走るなかで，おそらく
予想外の問題も生じてくるでしょう。し
かし，トライアル・アンド・エラーの気
持ちで，難しい局面に遭遇してもみん
なが同じ方向を向き，地域社会全体
で協力していくことで，必ず展望が開
けると思います」（安田氏）。

ことが，連携には非常に重要」と安田
氏は指摘する。
　こうした状況を踏まえ，浜松市では
2019年に「浜松市国民健康保険糖
尿病性腎症重症化予防検討会（以
下，検討会）」を設置。行政を中心
に，浜松医科大学，浜松市医師会・
歯科医師会・薬剤師会，静岡県栄
養士会，糖尿病専門医，腎臓専門
医らにより，浜松市における糖尿病性
腎症重症化予防に向けた課題の洗
い出しや，プログラム策定に向けた話
し合いが重ねられた。

 かかりつけ医からの紹介先を
 腎臓専門医に限定

　2021年4月からスタートした浜松市
国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムでは，かかりつけ医か
ら専門医への紹介基準を糖尿病性
腎症病期分類の第2期（早期腎症
期）とし，“専門医”の定義を腎臓専門
医に限定した。
　「これはおそらく，全国的にみても
かなり特殊だと思います。腎臓専門
医の先生方の全面的な協力が得ら
れたからこそ実現した，通常ではあり
えない連携のかたちです」と釣谷氏
は強調する。
　安田氏は，紹介先を腎臓専門医と
することを承諾した点について，「まず，
かかりつけ医の先生方の混乱を避け
る目的がありました」と解説した。「糖尿
病性腎症重症化予防プログラムには2
つの見方があり，ターゲットが血糖コン
トロールなのか，あるいは腎症の予防・
重症化防止なのかがいささか不透明
です。そこで，かかりつけ医の先生方
の混乱を避けるための仕組みが必要
であると考えました」（安田氏）。
　検討会では，かかりつけ医を受診
中の糖尿病患者について，顕性蛋白

尿が認められる状態でも専門医につ
ながっていないケースが多く，かかり
つけ医に腎症早期発見の重要性を
認識してもらう必要があることも指摘
されていた。
　ハイリスク糖尿病患者の紹介先と
して漠然と“専門医”と示すと，当然，
糖尿病専門医も含まれることが想定
される。かかりつけ医からみると，“糖
尿病についてはしっかり診ている”と
紹介の必要性を感じてもらえないこと
が懸念された。
　しかも，糖尿病の血糖コントロール
については「糖尿病のよりよい連携医
療をめざす会」ですでに連携体制が
構築されつつある。「それなら，このプ
ログラムは腎臓に特化したものと位置
づけることが，かかりつけ医の先生方
へのシンプルなメッセージになるだろう
と思いました。そのため，受け皿となる
専門医は，腎臓専門医であるべきだと
考えたのです」と安田氏は説明する。

 プログラムで糖尿病性腎症診療の
 底上げを期待

　プログラムで専門医の窓口を腎臓
専門医に限定したことで，腎症の可能
性がある糖尿病患者はいったん腎臓
専門医を受診するレールが敷かれた。
　「このことは，地域の糖尿病性腎症
診療の底上げにつながるのでは」と釣
谷氏は期待する。また，糖尿病患者
には，「腎臓専門医に診てもらわない
といけないほどなのか」と治療に前向
きになってもらえる側面も期待される。
　安田氏は「20年前にCKD病診連
携の機運が高まったものの，それを継
続できなかった過去を反省材料とした
いと考えています。今回，このプログ
ラムが走ることは新たな機運につなが
るはずです。そこで，受け皿となるわ
れわれ腎臓専門医が注意すべきこと

は，紹介患者さんへの対応の標準化
だと思います」と指摘する。「たとえば，
せっかくかかりつけ医の先生方から
紹介を受けても，腎臓専門医が診る
のが1ヵ月，2ヵ月後であったり，逆紹
介でフィードバックする情報が不足し
ていたりと，CKD病診連携では反省
すべき点が多々ありました」と安田氏
は振り返る。
　実際，プログラム策定に向けた検
討会でも，「腎臓専門医に紹介して
も，腎機能の数値のみが返ってくるだ
けではないか」という厳しい意見も
あった。「今回のプログラムも，患者さ
んやかかりつけ医の先生方に満足し
てもらえる内容でないと，いずれ連携
が尻すぼみになっていくことは容易に
予想されます。せっかくの紹介を無駄
にしないよう，どの腎臓専門医が診て
も，患者さんやかかりつけ医の先生方
に満足してもらえる連携を目指すべき
であると認識しています」（安田氏）。

 アウトカム指標の設定により
 早期介入を目指す

　現在，全国的に糖尿病性腎症重
症化予防プログラムが展開されてい
るなか，多くの自治体でアウトカム指標
を掲げた効果検証が行われている。
　浜松市では，まず，特定健康診査
後の受診勧奨により医療機関を受診
した人の割合，医療機関から腎臓専
門医を受診した人の割合，「医療機
関への依頼書兼受診結果報告書」
（12ページ参照）が市へ返送された
割合，アルブミン定量検査結果などの
実績を評価する。さらに，重症化予
防の観点から，最終的なアウトカム指
標としては，生存率や人工透析導入
率などを評価する。
　また，国保のデータベースでは，個
人単位の履歴についても経年比較に

 浜松市の糖尿病性腎症を
 取り巻く現状

　浜松市は，静岡県西部に位置し，
市としては全国2番目に広い面積に
人口約80万人を擁する政令指定都
市である。各産業に従事する従業員
数は製造業が23.0％1）と最も多く，先
端技術産業が集中する「ものづくりの
まち」であると同時に，広大な平野・
森林と豊富な水産資源に恵まれた国
土縮図型の都市でもある。
　2019年度末時点の国民健康保険
（以下，国保）被保険者数は約16万
人。浜松市民の約5人に1人が加入
し2），被保険者数は年々減少傾向に
あるものの，1人あたり医療費は右肩

上がりで増加している。外来医療費
では，「慢性腎不全（透析あり）」が
10.5％ 3）と最も高い。同時に，透析患
者数の割合も政令指定都市平均や
全国平均に比べて高く，50代以上の
年間平均医療費が約600万円3）で
あることから，浜松市の医療費適正
化に向けた重点課題となっている。
　安田氏は「糖尿病性腎症から透析
導入に至った割合を世代別にみると，
40代男性で7.0％ 3）と最も高くなって
います。さらに，40代男性透析患者
のうち65.4％が糖尿病患者です3）。
糖尿病対策はあらゆる年代の課題で
すが，浜松市では特に若年層男性が
重点ターゲットだと考えています」と現
状を分析する。

　また，この現状について釣谷氏は
「糖尿病への介入を目的として，女性
については妊娠糖尿病と診断された
人を5年間経過観察するプログラムを
市の事業として立ち上げました。一
方，男性に対しては実効性のある介
入の手立てがないのが実情です」と
説明した。
　「ターゲットとなるべき人が医療機
関を受診していれば，何らかの介入
が可能です。しかし，医療機関未受
診者と治療中断者に対しては医療か
らのアプローチが難しく，行政とともに
今後取り組むべき課題と認識していま
す」と安田氏は指摘する。
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 連携が進む糖尿病領域において
 残された課題

　浜松市では10年前の2011年に澤
田健氏（浜松北病院）と菊池範行氏
（きくち内科クリニック）が発起人とな
り，森田浩氏（藤枝市立総合病院）
がサポートする体制で「糖尿病のより
よい連携医療をめざす会」が設立さ
れた。以降は，同会を中心に，糖尿
病領域において基幹病院とかかりつ
け医の連携を推進し，糖尿病の早期
発見から合併症の発症・進展予防を
目指す取り組みが行われてきた。
　たとえば，同会では地域における
糖尿病領域の知識の共有や更新を
目的に年2回の講演会・研究会を開
催しており，医師やその他職種が毎
回100人以上参加する。現在では，
同会から派生した「浜松の糖尿病を
考える会」も設立され，地域糖尿病
療養指導士（CDEL）の育成や市民
への啓発活動を行っている。
　糖尿病領域においては順調に連
携が推進されているようにみえるが，
釣谷氏によると，過去にかかりつけ医

から糖尿病専門医への紹介基準を
記した連携用フォーマットを作成した
ものの，活用されたケースはかなり少
なかったという。
　「確かに連携は推進されつつありま
すが，かかりつけ医の先生方はそれ
までのご経験から，独自のやり方で患
者さんを紹介しています。このため，
現在，当院に紹介されてくる糖尿病
患者さんは罹病期間が長くてコント
ロール困難，またはインスリンを使用し
ている進行例が中心となっています。
早期の段階で紹介される例は少ない
のです」（釣谷氏）。

 CKD病診連携の過去を教訓に

　一方，浜松市では浜松医科大学
医学部附属病院のほか，聖隷浜松
病院，聖隷三方原病院，浜松医療
センターなどに腎臓専門医が常勤し
ており，糖尿病性腎症を専門的に診
る環境はある程度充足している状況
にある。
　そうしたなか，「腎臓領域の連携に
ついては，過去から学ぶべきことがあ

る」と安田氏は指摘する。安田氏によ
ると，20年ほど前にCKDの概念が提
唱されたとき，浜松市では当時の浜松
医科大学第一内科の菱田明氏や藤
垣嘉秀氏，聖隷浜松病院の磯﨑泰
介氏らが尽力して，医師会とのCKD
病診連携システムを構築し，勉強会
などが頻繁に開催されていたという。
　全国に先駆けた活動は話題を呼
び，浜松市では一気に連携の機運が
高まったが，時が経つにつれ，徐々に
従来の診療スタイルに戻っていったと
安田氏は振り返る。「あれだけ活発
だったCKD病診連携が続かなかっ
たのは，結果として，患者さんやかか
りつけ医の先生方の満足度に貢献す
る連携ができていなかったのだと思い
ます」（安田氏）。
　その後も，かかりつけ医と腎臓専
門医の個人的なつながりによる紹介
や逆紹介は行われてきたが，標準化
された紹介基準はないに等しい状況
が続いていた。「適切なタイミングで患
者さんが紹介されてきたと思えば，や
はり糖尿病性腎症に関心の高い先生
の患者さんです。関心をもってもらう

よる追跡・分析が行えるため，糖尿
病性腎症の病期や血清クレアチニ
ン，微量アルブミン尿測定率などの推
移も評価する。
　釣谷氏は，プログラムを通じて「糖
尿病性腎症の早期発見につなげるた
め，微量アルブミン尿測定の意義を
周知したいと考えています。測定率
をアウトカム指標に入れたのも，かかり
つけ医の意識変革を促すためです」
と強調する。
　糖尿病性腎症では，血清クレアチ
ニン上昇やeGFR低下は第3期（顕
性腎症期）後半から現れ始め，第4
期（腎不全期），第5期（透析療法
期）で顕著となる。アウトカム指標の
改善のためには，第2期の段階で微
量アルブミン尿を測定すれば，早期に
腎症を発見し，腎機能低下速度の抑
制につなげることができると考えられ
る。しかし，微量アルブミン尿測定率
は全国的にも十分とはいえず，浜松
市でも同じ傾向にあるため，測定の
意義に関する周知を強化し，実施率
を上げることもプログラムの狙いのひと
つであると釣谷氏は指摘した。

 医療機関未受診，治療中断者を
 プログラムにつなげる

　さらに，プログラムでは，浜松市薬剤
師会で講習を修了したかかりつけ薬剤
師（協力薬局）における相談率をアウ
トカム指標としているのも特徴である。
　釣谷氏は「患者さんが医療機関を
受診しないのには，さまざまな理由が
あるはずです。検討会では，行政の
受診勧奨だけでかかりつけ医につな
げるのはハードルが高いという指摘も
ありました」と話す。
　そこで，患者にとって比較的身近
な存在である薬剤師が健康状態につ
いて相談に乗り，受診の動機づけを

行うことで，患者と医療機関を結びつ
ける流れを期待した。「入口のハード
ルは少しでも低いほうがいい。医師だ
けでなく，その他の職種の視点も入
れることで包括的なアプローチを実現
し，1人でも多くの患者さんをプログラ
ムに組み込みたいと考えています」と
釣谷氏は期待する。
　安田氏も，「新規透析導入者数を抑
制するために最も有効なのは，医療
機関未受診者，治療中断者へのアプ
ローチ」と指摘する。「そういった人た
ちを医療につなげることができれば，
数年で浜松市の透析医療の状況は
大きく変わるのではないでしょうか。そ
れを実現するには，多職種かつ地域
社会全体で対策に取り組む体制づく
りが必要です」（安田氏）。

 走り出すプログラムへの期待

　プログラムがスタートし，釣谷氏は，
浜松市での取り組みを成功に導くた
めに必要な点として，「結果を出すこ
と」と明言する。「安田先生が指摘さ
れた“患者さんとかかりつけ医の先生
方の満足度に貢献すること”もそうで
すし，プログラムを通じてよい効果が
生まれることをみんなに実感してもら
いたいと考えています。将来的に
データが積み重なり，プログラムがア
ウトカム指標の改善に着実に貢献す

ることが明らかになれば，医師も患者
さんも主体的に動くようになると思いま
す」（釣谷氏）。そして，その成果が
国保被保険者のみならず，浜松市の
糖尿病患者全体の腎症重症化予防
につながることを期待したいと話す。
　安田氏は，過去のCKD病診連携
を振り返り，「やはり，機運の持続は非
常に重要です。一度盛り上がっても，
それがずっと続くわけではない状況は
この目で見てきました。いま，糖尿病
性腎症をめぐる連携はあらためて盛り
上がりをみせています。大いにこの機
運に乗じて，盛り上がりを継続させて
いきたい」とプログラムによる連携の充
実に期待を示した。
　「プログラムが走るなかで，おそらく
予想外の問題も生じてくるでしょう。し
かし，トライアル・アンド・エラーの気
持ちで，難しい局面に遭遇してもみん
なが同じ方向を向き，地域社会全体
で協力していくことで，必ず展望が開
けると思います」（安田氏）。

ことが，連携には非常に重要」と安田
氏は指摘する。
　こうした状況を踏まえ，浜松市では
2019年に「浜松市国民健康保険糖
尿病性腎症重症化予防検討会（以
下，検討会）」を設置。行政を中心
に，浜松医科大学，浜松市医師会・
歯科医師会・薬剤師会，静岡県栄
養士会，糖尿病専門医，腎臓専門
医らにより，浜松市における糖尿病性
腎症重症化予防に向けた課題の洗
い出しや，プログラム策定に向けた話
し合いが重ねられた。

 かかりつけ医からの紹介先を
 腎臓専門医に限定

　2021年4月からスタートした浜松市
国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムでは，かかりつけ医か
ら専門医への紹介基準を糖尿病性
腎症病期分類の第2期（早期腎症
期）とし，“専門医”の定義を腎臓専門
医に限定した。
　「これはおそらく，全国的にみても
かなり特殊だと思います。腎臓専門
医の先生方の全面的な協力が得ら
れたからこそ実現した，通常ではあり
えない連携のかたちです」と釣谷氏
は強調する。
　安田氏は，紹介先を腎臓専門医と
することを承諾した点について，「まず，
かかりつけ医の先生方の混乱を避け
る目的がありました」と解説した。「糖尿
病性腎症重症化予防プログラムには2
つの見方があり，ターゲットが血糖コン
トロールなのか，あるいは腎症の予防・
重症化防止なのかがいささか不透明
です。そこで，かかりつけ医の先生方
の混乱を避けるための仕組みが必要
であると考えました」（安田氏）。
　検討会では，かかりつけ医を受診
中の糖尿病患者について，顕性蛋白

尿が認められる状態でも専門医につ
ながっていないケースが多く，かかり
つけ医に腎症早期発見の重要性を
認識してもらう必要があることも指摘
されていた。
　ハイリスク糖尿病患者の紹介先と
して漠然と“専門医”と示すと，当然，
糖尿病専門医も含まれることが想定
される。かかりつけ医からみると，“糖
尿病についてはしっかり診ている”と
紹介の必要性を感じてもらえないこと
が懸念された。
　しかも，糖尿病の血糖コントロール
については「糖尿病のよりよい連携医
療をめざす会」ですでに連携体制が
構築されつつある。「それなら，このプ
ログラムは腎臓に特化したものと位置
づけることが，かかりつけ医の先生方
へのシンプルなメッセージになるだろう
と思いました。そのため，受け皿となる
専門医は，腎臓専門医であるべきだと
考えたのです」と安田氏は説明する。

 プログラムで糖尿病性腎症診療の
 底上げを期待

　プログラムで専門医の窓口を腎臓
専門医に限定したことで，腎症の可能
性がある糖尿病患者はいったん腎臓
専門医を受診するレールが敷かれた。
　「このことは，地域の糖尿病性腎症
診療の底上げにつながるのでは」と釣
谷氏は期待する。また，糖尿病患者
には，「腎臓専門医に診てもらわない
といけないほどなのか」と治療に前向
きになってもらえる側面も期待される。
　安田氏は「20年前にCKD病診連
携の機運が高まったものの，それを継
続できなかった過去を反省材料とした
いと考えています。今回，このプログ
ラムが走ることは新たな機運につなが
るはずです。そこで，受け皿となるわ
れわれ腎臓専門医が注意すべきこと

は，紹介患者さんへの対応の標準化
だと思います」と指摘する。「たとえば，
せっかくかかりつけ医の先生方から
紹介を受けても，腎臓専門医が診る
のが1ヵ月，2ヵ月後であったり，逆紹
介でフィードバックする情報が不足し
ていたりと，CKD病診連携では反省
すべき点が多々ありました」と安田氏
は振り返る。
　実際，プログラム策定に向けた検
討会でも，「腎臓専門医に紹介して
も，腎機能の数値のみが返ってくるだ
けではないか」という厳しい意見も
あった。「今回のプログラムも，患者さ
んやかかりつけ医の先生方に満足し
てもらえる内容でないと，いずれ連携
が尻すぼみになっていくことは容易に
予想されます。せっかくの紹介を無駄
にしないよう，どの腎臓専門医が診て
も，患者さんやかかりつけ医の先生方
に満足してもらえる連携を目指すべき
であると認識しています」（安田氏）。

 アウトカム指標の設定により
 早期介入を目指す

　現在，全国的に糖尿病性腎症重
症化予防プログラムが展開されてい
るなか，多くの自治体でアウトカム指標
を掲げた効果検証が行われている。
　浜松市では，まず，特定健康診査
後の受診勧奨により医療機関を受診
した人の割合，医療機関から腎臓専
門医を受診した人の割合，「医療機
関への依頼書兼受診結果報告書」
（12ページ参照）が市へ返送された
割合，アルブミン定量検査結果などの
実績を評価する。さらに，重症化予
防の観点から，最終的なアウトカム指
標としては，生存率や人工透析導入
率などを評価する。
　また，国保のデータベースでは，個
人単位の履歴についても経年比較に

1） 浜松市“やらまいか”人口ビジョン（令和2年改訂版）. 令
和 2 年 3月 . （https://www.ci ty .hamamatsu.  
shizuoka.jp/kikaku/yaramaika/documents/ 
jinkouvision2.pdf）

2） 浜松市 令和2年度 第2回浜松市国民健康保険運営協
議会資料．（https://www.city.hamamatsu.shizuoka. 
jp/ documents/105330/2020-02shiryou.pdf）

3） 浜松市国民健康保険 第2期データヘルス計画 第3期
特定健康診査・特定保健指導実施計画（2018年度～
2023年度）. 2018年3月. （https://www.city. 
hamamatsu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho_nenkin/ 
kokuho/documents/dainikikeikaku.pdf）

引用文献

 浜松市の糖尿病性腎症を
 取り巻く現状

　浜松市は，静岡県西部に位置し，
市としては全国2番目に広い面積に
人口約80万人を擁する政令指定都
市である。各産業に従事する従業員
数は製造業が23.0％1）と最も多く，先
端技術産業が集中する「ものづくりの
まち」であると同時に，広大な平野・
森林と豊富な水産資源に恵まれた国
土縮図型の都市でもある。
　2019年度末時点の国民健康保険
（以下，国保）被保険者数は約16万
人。浜松市民の約5人に1人が加入
し2），被保険者数は年々減少傾向に
あるものの，1人あたり医療費は右肩

上がりで増加している。外来医療費
では，「慢性腎不全（透析あり）」が
10.5％ 3）と最も高い。同時に，透析患
者数の割合も政令指定都市平均や
全国平均に比べて高く，50代以上の
年間平均医療費が約600万円3）で
あることから，浜松市の医療費適正
化に向けた重点課題となっている。
　安田氏は「糖尿病性腎症から透析
導入に至った割合を世代別にみると，
40代男性で7.0％ 3）と最も高くなって
います。さらに，40代男性透析患者
のうち65.4％が糖尿病患者です3）。
糖尿病対策はあらゆる年代の課題で
すが，浜松市では特に若年層男性が
重点ターゲットだと考えています」と現
状を分析する。

　また，この現状について釣谷氏は
「糖尿病への介入を目的として，女性
については妊娠糖尿病と診断された
人を5年間経過観察するプログラムを
市の事業として立ち上げました。一
方，男性に対しては実効性のある介
入の手立てがないのが実情です」と
説明した。
　「ターゲットとなるべき人が医療機
関を受診していれば，何らかの介入
が可能です。しかし，医療機関未受
診者と治療中断者に対しては医療か
らのアプローチが難しく，行政とともに
今後取り組むべき課題と認識していま
す」と安田氏は指摘する。
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Answer

Question浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムでは紹介先が腎臓専門医となり，
ご負担が増えてしまいますが，大丈夫でしょうか。

INTERFACE
腎臓内科専門医，糖尿病専門医，かかりつけ医，行政担当者が
それぞれの立場から地域での医療連携や行政施策の現状・課題について解説します。

安田先生の回答
腎臓内科専門医

釣谷先生からの質問
糖尿病専門医

　プログラムでは，かかりつけ医から専門医への紹介
基準として糖尿病性腎症第2期（早期腎症期）を目安
とし，紹介先は腎臓専門医に限定することになりました。
　これについては，われわれ腎臓専門医もシミュレー
ションを行っており，特定健康診査（特定健診）から抽
出されるプログラム対象者約500人と治療中断者約
400人の計約900人，その半数が医療機関受診に
つながるとして，多くて約500人が対象になると想定し
ています。そのため，2021年度は，浜松市の基幹病
院において500人ほどの受け入れ枠を確保しました。
当院では，プログラム専用の外来枠を週1枠設け，1
枠あたり3～4人を受け入れる体制を整えています。
　ただ，これは国民健康保険（国保）の事業であるから
こそ，対応可能な範囲と考えています。浜松市の国保
被保険者約16万人のうち，特定健診を受診している
のは3割にすぎません。その状況も改善すべき課題の
ひとつではありますが，シミュレーションではその条件下
で対応可能と結論した次第です。
　そのため，国保以外の糖尿病患者さんにおける紹
介基準については，今後詰めていく必要がありますが，
日本腎臓学会の紹介基準を目安に，蛋白尿とeGFR
区分を組み合わせた重症度別の基準が望ましいと考え
ています。また，個人的には蛋白尿と腎機能以外に，

腎性貧血の管理や治療指針がやや専門的であること
を考慮して，治療介入が必要なレベルであればその時
点でいったん腎臓専門医に紹介していただくのがよい
と考えています。
　腎臓専門医へ紹介していただく道筋をつけた以上
は，われわれとしても地域からの依頼に応えられるよう，
診療体制を充実させる必要があります。プログラム策
定に向けた検討会でも，「腎臓専門医に紹介しても，
実際に診てもらえるのは1ヵ月，2ヵ月後，そして返書で
は単に腎機能の数値が記されているだけ」という厳しい
意見もありました。
　さらに，かかりつけ医の先生方のお立場から考える
と，当院，聖隷浜松病院，聖隷三方原病院，浜松医
療センターに患者さんを紹介したときに，受診までの期
間や逆紹介時の対応が異なると混乱するはずです。
受け皿となる腎臓専門医の対応を標準化し，かかりつ
け医の先生方からの信頼を得るためにも，プログラム
は大きな意義があると思います。
　実際には，プログラムが走り出してからでないとわか
らない点も多く，継続していくなかで思いもよらない課
題が生じるかもしれませんが，腎臓専門医として，患者
さんやかかりつけ医の先生方の満足度向上につながる
連携を目指していきたいと思っています。

国民健康保険（国保）の範囲内なので，
対応可能と想定しています。
国保以外の患者さんの紹介基準も含め，地域の誰もが
満足できる連携を目指したいと思っています。
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Answer

Question糖尿病専門医として，浜松市国民健康保険
糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて，
どのようなことを期待されますか。

釣谷先生の回答
糖尿病専門医

釣谷大輔
Tsuriya Daisuke

安田日出夫
Yasuda Hideo

糖尿病専門医の
立場から

医療法人社団糖和会
きくち内科クリニック
院長

菊池範行
Kikuchi Noriyuki

糖尿病専門医・
かかりつけ医の立場から

腎臓内科専門医の
立場から

プログラムにより糖尿病性腎症の
評価方法が周知され，重症化予防に大きな効果が
生み出されることを期待します。
　浜松市においては，糖尿病や腎臓領域の医療資源
は，一定水準を満たしている環境にあります。ただし，糖
尿病性腎症については，かかりつけ医の先生方から専
門医へ紹介するシステムが整備できていないままでした。
　浜松市は，静岡県や同規模の政令指定都市と比
べて維持透析患者数，新規透析導入患者数が多く，
行政でも重点課題として認識されていました。一方，
かかりつけ医の先生方の認識にはばらつきがあり，全
国的に糖尿病性腎症重症化予防プログラムが走って
いることを知らない先生もいらっしゃいました。
　そこで，地域において糖尿病性腎症の課題が共有
できていない状況を打開するために，私と安田先生と
で行政にもかけあい，2019年に「浜松市国民健康保
険糖尿病性腎症重症化予防検討会」が設置されるこ
とになりました。検討会では，地域の関係者が同じ
テーブルに着き，問題点の洗い出しや連携のためのシ
ステムづくりの話し合いが進められました。
　プログラムは2021年4月からスタートしましたが，ま
ずは，かかりつけ医の先生方に糖尿病性腎症重症化
予防の重要性を認識していただくことが最大の目的と
考えています。また，糖尿病性腎症の評価方法を知っ
ていただくこと，つまり積極的に微量アルブミン尿測定

を行い，患者さんの病期を把握する診療の普及を目
指します。
　そのため，プログラムでは，微量アルブミン尿測定
率の推移もアウトカム指標のひとつとしました。今後，
プログラムが浸透し，かかりつけ医の先生方の診療で
微量アルブミン尿測定が行われるようになれば，腎症
の早期発見につながり，浜松市の糖尿病性腎症重
症化予防に大きな効果を生み出すのではないかと期
待されます。
　さらに，次のステップとして，地域で課題を共有し，
医療機関未受診者と治療中断者の問題にも取り組
むべきと考えています。地域の関係者の共通認識とし
ては，医療機関未受診者と治療中断者は，浜松市に
おいて若年層透析患者を生んでいる温床です。この
問題を解消するためには行政の介入が欠かせず，プ
ログラムの最終的なステップとして，未受診者までは
難しくても治療中断者への集中的なアプローチを行う
必要があります。
　浜松市には，保健師，管理栄養士など多職種の職
員が揃っています。行政からの積極的な介入を次の
一手として，地域全体で浜松市の糖尿病性腎症診療
の底上げが図られることを期待します。

浜松医科大学
医学部附属病院
内分泌・代謝内科
診療助教

浜松医科大学
医学部附属病院 腎臓内科
病院准教授

竹村さんからの質問
行 政
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Answer

Question

INTERFACE
磯部先生からの質問
かかりつけ医

　わが国では，人口の高齢化により糖尿病患者さんの
数が増加していますが，昨今気になるのは，40代，50
代という若年層の有病率や透析導入率が高い点です。
その背景には，食生活を取り巻く環境の変化をはじめ，
未婚者が増えていていることなども背景にあるかもしれ
ません。浜松市の生涯未婚率は男性24.0％，女性
11.9％で近年上昇傾向にあります1）。企業の工場が
多く，一定の収入を得ながら独身かつシフト制勤務によ
り食生活が乱れがち，また多忙のため医療機関にも足
が向きにくいといった状況が考えられます。
　そこで，かかりつけ医としては，風邪などで受診した患
者さんの血圧測定や検尿を行い，潜在する糖尿病患
者さんの拾い上げを意識することが必要です。同様に，
糖尿病は診断されても自覚症状に乏しく未受診者が多
いため，その状況を改善することも大切でしょう。
　治療中断を防ぐには，医師だけでなく多職種の関与
も重要です。一例として，受診間隔が長く空いた場合
に看護師や事務スタッフが「最近の体調はいかがです
か」と電話をかける方法なども考えられます。個人情報
の問題もあり，患者さんの個性にもよりますが，そうした
コミュニケーションが効果的なケースも多く，こまめな
フォローは大切だと考えます。
　また，糖尿病性腎症を早期に把握するためには，eGFR
の把握と微量アルブミン尿測定がポイントとなりますが，

全国的にかかりつけ医における微量アルブミン尿測定
率はそれほど高くないと推定されています。糖尿病の治
療は，一般的に血糖値とHbA1cの測定で管理してい
ることが多く，患者さんも検尿に馴染みがないことが多
いのですが，積極的に検尿を行い，腎症の早期発見に
努めることが必要だと思います。
　さらに，血圧や脂質異常なども含めた多職種による
集学的な管理が重要です。たとえば，食事について，
糖尿病ではエネルギー制限を行い，腎症を発症すると
減塩，たんぱく制限となります。こうした変更は，外来で
パンフレットを用いて説明しても患者さんの理解を得る
のが難しく，カロリーやグラムで示しても味つけや量の
感覚が伝わりません。当院では，患者さんやご家族に
管理栄養士が考案した糖尿病食や腎臓病食を実食し
てもらう「ひまわり食堂」を開設して10年になります。実
際に食べた患者さんは「意外とボリュームがあり，味も
しっかりして満足感がある」と驚かれ，食事制限への抵
抗が薄れるようです。糖尿病患者さんの治療において
は，多職種が関わる包括的なアプローチが大いに助け
となると考えています。

1） 浜松市“やらまいか”人口ビジョン（令和2年改訂版）. 令和2年3月. 浜松市.
 （https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/yaramaika/documents/ 
 jinkouvision2.pdf）

Reference

菊池先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医

かかりつけ医として，糖尿病患者さんの
腎症発症予防と早期発見には，
どのようなことへの注意が必要でしょうか。

患者さん個々の生活状況を
把握しながら，積極的に微量アルブミン尿測定を行います。
多職種が関わる包括的なアプローチも効果的です。
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Answer

Question

“かかりつけ医が困ったとき”に
診てもらえる連携が望ましいです。それを実現できるよう
専門医側の診療体制の整備も重要と考えます。

安田先生からの質問
腎臓内科専門医

　浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防プ
ログラムでは，かかりつけ医から専門医への紹介基準
として，糖尿病性腎症の第2期（早期腎症期）という目
安が設けられました。具体的な基準が数値で示された
ことは非常にわかりやすいのですが，同時に私が希望
するのは，“かかりつけ医が困ったとき”という基準です。
　仮に紹介基準を満たしても，目立った症状がなけれ
ばかかりつけ医は紹介を躊躇します。反対に紹介基
準には該当しないものの，肥満が解消しない，血圧や
血糖値がどうしても下がらず困っているなどのケースも
あるでしょう。数値もひとつの基準として重要ですが，
かかりつけ医が困ったときにいつでも紹介できることで
真の連携になりうると思います。
　プログラムにはeGFRや尿中アルブミン，血清クレ
アチニンの値を基準に腎臓専門医へ紹介とあります
が，それはあくまで目安と考えています。たとえば，尿
中に蛋白が出ていないが腎機能が著しく低下している
人などは，糖尿病性腎症以外の腎疾患の可能性もあ
り，基準から逸脱していても一度専門医に診てもらう
意義はあると思います。
　また，プログラムは2021年4月からスタートしました
が，腎臓専門医に紹介するとどのようなメリットがある
かを積極的に発信していただくことで，かかりつけ医は

より紹介に積極的になれると考えます。糖尿病の領域
に関しては，ここ10年で新薬の登場が相次ぎ，講演
会などで専門医とかかりつけ医が交流する機会も増え
ました。残念ながら，腎臓領域はそのような状況には
ないため，かかりつけ医からみると腎臓専門医にどのよ
うな先生がいるのかなどはあまり知られていないのが現
状です。
　糖尿病性腎症の進展抑制には患者さんの努力も
必要ですが，腎臓の専門的治療を行うことで心血管イ
ベントの抑制などが期待されるなどのメリットについて
は，腎臓専門医の側から地域に向けた積極的なアプ
ローチをしてほしいと期待しています。
　また，患者さんの立場からみると，腎臓専門医に紹
介後，すぐに予約が取れればよいのですが，浜松市の
現状では，1ヵ月，2ヵ月待ちとなることも珍しくありませ
ん。それでは「それほど待つなら行かなくても」と患者さ
んのモチベーションが低下しかねないため，腎臓専門
医側で診療体制の整備にもご配慮いただきたいと考
えています。さらに，逆紹介時には，患者さんのその後
の治療に関する情報を詳細にフィードバックしていただ
けると，5年，10年という長期計画も視野に入れた糖
尿病性腎症の重症化予防として地域に根づいていく
のではないかと思います。

磯部智明
Isobe Tomoaki

医療法人社団恒徳会
磯部内科クリニック 院長

行政の
立場から

かかりつけ医の
立場から

浜松市 健康福祉部
国保年金課 保健グループ

竹村和枝
Takemura Kazue

浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムの紹介基準以外に，どのような観点で
専門医への紹介を検討されますか。

菊池先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医
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INTERFACE
竹村さんからの質問
行 政

1） 厚生省. 平成9年 糖尿病実態調査.
2） 厚生省 健康日本21企画検討会, 健康日本21計画策定検討会. 21世紀における国民
健康づくり運動（健康日本21）についての報告書. 2000.

3） 岡山明 他. 糖尿病有病率に関する疫学データの収集. 健康日本21糖尿病分科会. 1999.
4） 岡山明. 糖尿病有病率のBMIによる寄与とBMI変化による推計. 健康日本21糖尿病分科会. 1999.

References

磯部先生の回答
かかりつけ医

浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化
予防プログラムについて，地域連携の観点から
どのような期待を寄せていらっしゃいますか。

プログラムによる連携システムの
構築にとどまらず，治療に関する具体的な情報共有を
促進する方向へ発展することを期待します。
　近年，糖尿病の経過中に腎症を発症して透析導入に至る患者さん
が年々増加の一途をたどっております。今後，透析導入に至る患者さ
んを減らし，あるいは少しでも透析導入を遅らせることは，患者さんの健
康を維持し医療費の増大を抑制するためにも積極的に取り組むべき課
題と考えられます。
　糖尿病患者数は平成9年に行われた厚生省の「糖尿病実態調査」
によれば，糖尿病が強く疑われる人は690万人，可能性を否定できない
人を含めると1,370万人と推計されています1）。この試算によれば，10
年後の糖尿病有病者は1,080万人になることが予想されており2）-4），
国民の10人に1人が糖尿病となる日も遠くないと考えられます。
　糖尿病は，高血圧症や脂質異常症と同じく生活習慣病の一端を担
うcommon diseaseであり，多くのかかりつけ医療機関が糖尿病治療
に取り組んでおります。一方で，コントロール不良例，治療中断例など
経過が思わしくなく，糖尿病性腎症へ進行してしまう例も少なからずみら
れます。
　今回のプログラムは，行政の支援のもとで糖尿病性腎症の病診連
携が推進できるプログラムであり，大きな期待をもっております。特定健
康診査の結果に基づき糖尿病性腎症の疑いのある方に対して浜松市
から医療機関受診を促す通知が届きます。その結果，糖尿病性早期
腎症を発見し，腎臓専門医による診断・治療へつなげていくことが可
能となります。
　また，糖尿病治療を開始した後で4ヵ月以上治療中断している方に
対してもかかりつけ医の受診を促し，長期間治療中断とならないように
働きかけます。行政から受診勧奨を行っていただくことで，コロナ等さま
ざまな理由により受診を控えていた方々の治療を再開するきっかけにな
るプログラムとして期待しています。
　今後は腎臓専門医の先生に診察いただいた結果を，かかりつけ医
での診療にどのように反映させるかが重要な課題になるだろう，と考え
ています。今回のプログラムは，連携システムを構築することに重点が
置かれていますが，さらに一歩進めて糖尿病性腎症の具体的な治療法

について医療機関で情報共有できる場を設けるべきかと思っておりま
す。従来の病診連携は，連携と称しながら診療情報提供書が行き来
するだけで，必ずしも専門医の治療方針がかかりつけ医に伝わっていな
いように思われます。かかりつけ医と専門医が糖尿病性腎症の治療に
ついて直接話し合える場を設けることができれば，かかりつけ医へ戻っ
た後の診療に対して大きな支援になると思われます。
　今回のプログラムでは，かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師・管
理栄養士の協力も得られています。関係機関から指導を受けることに
より浜松市全体で糖尿病性腎症に取り組む体制が構築されるものと期
待しています。
　浜松市は政令指定都市のなかで腎臓疾患にかかわる医療費の割
合が最も多く，糖尿病性腎症の発症を抑制することがここ数年の大き
な課題でした。浜松市医師会としても，この10年間腎臓病患者を減ら
す目的で「減塩・低カロリープロジェクト」という啓発運動を開催してきま
した。具体的には，浜松市医師会館を会場として多くの浜松市民にご
参加いただき，塩分摂取量の測定，減塩レシピの紹介，減塩・低カロ
リーに関する特別講演などを行ってきました。各企業体による減塩食品
の展示，減塩メニューの導入，マスメディアにも取り上げていただき，
一定の成果は得られたと思っております。しかし，浜松市全体へ減塩
運動を広げるためにはまだ道半ばと思っております。
　全国的にも腎疾患を減らす取り組みが行われていますが，現状では
依然透析患者数が多い状態が続いています。今回のプログラムが開
始されたことで，さらに糖尿病性腎症の啓発が進み，糖尿病性腎症の
早期発見と透析導入を抑制できることを期待しています。



Answer

Question

CKD Liaison No.23 11

竹村さんの回答
行 政

特定健康診査や国民健康保険レセプトデータを踏まえ，
行政として糖尿病性腎症重症化予防プログラムを
始めた経緯や医療機関に期待する点をお聞かせください。

連携を推進するには，
明文化が必要だと考えました。
プログラム策定により市全体で糖尿病性腎症の
重症化予防の意識が高まることを期待します。

菊池先生からの質問
糖尿病専門医・かかりつけ医

　現在，浜松市では市民の約5人に1人が国民健康
保険に加入していますが，近年，特定健康診査（特定
健診）の受診率は約3割と低い状況で推移しています。
また，3年間継続未受診が半数以上を占め，40～44
歳男性では79.1％に及ぶことも明らかとなっています1）。
　そこで浜松市では，2020年度から人工知能（AI）を
活用して，特定健診未受診者の性格や行動を分析し，
ナッジ理論※によりその人の性格に応じた文書作成で
受診を促す取り組みを行っています。この取り組みによ
る効果（受診率）は，現時点ではまだ把握できませんが，
通知を受け取った被保険者からは，「受診券を紛失した
ので再発行してほしい」といった受診への前向きな声を
多くいただき，手ごたえを実感しているところです。
　また，浜松市では医療機関未受診者や治療中断者
の問題が浮上し，糖尿病の血糖コントロール不良例が
多いことや比較的若い世代の透析患者が多いことなど
も問題視されていました。このため，行政として特定健
診の結果から抽出された対象者への受診勧奨を重視し
てきた経緯があります。
　そうした状況で，あらためて糖尿病性腎症重症化予
防プログラムを策定することにはさまざまな意見がありま
したが，「糖尿病のよりよい連携医療をめざす会」の先
生方と意見交換をするなか，「連携を推進するためには，

プログラムで明文化することが重要」という指摘をいた
だきました。また，かかりつけ医と専門医の間ですでに
連携が進んでいる部分もありましたが，基準を設ければ
より連携が促進されると考え，2019年に「浜松市国民
健康保険糖尿病性腎症重症化予防検討会」を立ち上
げました。
　検討会では，医師会や専門医，薬剤師会，栄養士
会など多職種の方々から多くの意見をいただきました。
検討会を通じて，浜松市の医療が多職種のみなさんの
熱い思いに支えられていることを実感し，一市民として
非常に感激したことが印象に残っています。
　このプログラムは，浜松市国民健康保険被保険者
が対象であり，市民の一部が対象の限定的なプログラ
ムではありますが，今後，糖尿病性腎症重症化予防へ
の意識が高まることで市民全体に広げる機運が高まる
可能性もあります。将来的に，より発展的なプログラム
となることを期待したいと思います。
※相手が自発的に，よりよい選択をするように導く行動経済学的アプローチ

1） 浜松市国民健康保険 第2期データヘルス計画, 第3期特定健康診査・特定
保健指導実施計画（2018年度～2023年度）. 2018年3月発行. 浜松市.

 （https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho_nenkin/ 
kokuho/documents/dainikikeikaku.pdf）

Reference
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安田日出夫 浜松医科大学医学部附属病院 腎臓内科 病院准教授

浜松市国民健康保険プログラム

クリニカルパス・その他ツール

2021年4月からスタートした「浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の
特徴や，プログラムにおける連携で使用する「依頼書兼結果報告書」を紹介します。

保険者（市）

かかりつけ薬剤師（協力薬局）

図1 浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防プログラムの概要（流れ）

対 象 者

管理栄養士 かかりつけ歯科医

かかりつけ薬剤師

　浜松市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防プログラ
ム（図1）では，特定健康診査（特定健診）の結果から抽出
された対象者（リスク者，ハイリスク者）および治療中断者
に対し，かかりつけ医への受診勧奨を行います。かかりつ
け医を受診した対象者については，糖尿病性腎症の進行

防止のため，病期分類の「第2期（早期腎症期）」の段階で
専門医へ紹介することを定めています。かかりつけ医の総
合的な判断により柔軟な対応が必要ですが，本プログラム
では，原則腎臓専門医を紹介先としているのが特徴です。

Yasuda Hideo

釣谷大輔 浜松医科大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 診療助教
Tsuriya Daisuke

竹村和枝 浜松市 健康福祉部 国保年金課 保健グループ
Takemura Kazue

受診結果
確認等（評価）

受診勧奨通知 ・書類等
報告書

相 談

受診勧奨
服薬指導等

歯科（歯周病）検診
口腔機能チェック
受診勧奨等

ア 特定健診結果からの抽出
　 （ア） リスク者
 HbA1c6.5％以上かつ糖尿病で医療機関を受診していない者
　 （イ） ハイリスク者
 HbA1c6.5％以上かつ，①もしくは②に該当する者
 ①尿蛋白定性（1＋）以上
 ②eGFR（mL/分/1.73㎡）
 　49歳以下：60未満
 　50～69歳：50未満
 　70歳以上：40未満

イ 治療中断者
　 ・糖尿病服薬患者で
　   4ヵ月以上受診（服薬）がない者

腎臓専門医（内科）〔専門医療機関〕

医 療

かかりつけ医〔一般医療機関〕
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クリニカルパス・その他ツール

腎臓専門医(内科）〔専門医療機関〕へ紹介が必要な場合

かかりつけ医〔一般医療機関〕

保険者
（市国保年金課）

保険者
（市国保年金課）

腎臓専門医（内科）
〔専門医療機関〕

かかりつけ医
〔一般医療機関〕

図3 依頼書兼結果報告書等書類の流れ

図2 依頼書兼結果報告書

　腎臓専門医は，状況に応じた検査や血圧管理，栄養食事
指導および生活指導などを行い，薬剤の処方調整や糖尿
病性腎症以外の腎症の精査を行ったのち，対象者の状況
に応じてかかりつけ医と協同で対象者をフォローします。
　また，市は対象者に受診勧奨の通知を行う際，図2の医
療機関への「依頼書兼結果報告書」を同封します。報告書
は4枚綴りの複写式となっており，対象者は報告書を持参
して医療機関を受診します。かかりつけ医と専門医は，そ
れぞれ必要事項を記入して1部を保管し，1部を市に提出
（投函）する仕組みです（図3）。市では，この報告率（報告
書の返送率）も取り組みに対する評価指標としています。

●

❶ ❷

❸結果※ ❹

❸・❹

：依頼書兼報告書❶～❹（対象者が持参します。）
  ※●番号は，依頼書兼報告書 右上の番号

＋ 添付資料※

（初診患者除く）

同封の返信用封筒
（黄色）使用

保管

腎臓専門医(内科）〔専門医療機関〕へ紹介が不要な場合

かかりつけ医〔一般医療機関〕

❶

保管

❷・❸・❹

保管

〒

同封の
返信用封筒
（黄色）使用

〒

保険者
（市国保年金課）

同封の返信用封筒
（黄色）使用

〒

※書式：任意
　（通常の病診連携で
　使用している書式）

　下記の方は、浜松市国保で実施する特定健康診査の結果、更に検査が必要と思われますのでよろ
しく願いいたします。 診療後、お手数ですが、「受診報告書兼腎臓専門医（内科）〔専門医療機関〕へ
の紹介状」に必要事項をご記入の上、

　下記患者様が当院を受診した結果、さらに専門的な検査が必要と思われますので、ご指導ご加療の
ほど、よろしくお願いいたします。

腎臓専門医（内科）の紹介が必要な場合  →  ①は保管していただき、③④返信用封筒（1通）は紹介先
医療機関へお渡しください。また、②を国保年金課へ郵
送にてご提出ください※。

受診医療機関　様　

浜松市国民健康保険　糖尿病性腎症重症化予防プログラム

検査の依頼について

腎臓専門医（内科）の紹介が不要な場合  →  ①は保管していただき、 ②～④を国保年金課へ郵送に
てご提出ください※。

※国保年金課への郵送には、同封の返信用封筒をご使用ください。

※参考  ：かかりつけ医〔一般医療機関〕より腎臓専門医（内科）〔専門医療機関〕への紹介めやす
　　（１）HbA1c　6.5％以上　かつ　アルブミン定量（尿）30ｍｇ/ｇCr以上
　　（２）HbA1c　6.5％以上　かつ　尿蛋白定性（１＋）以上　または
　　　  ｅＧＦＲ（mL /分/1.73㎡）49歳以下：60未満 50歳～69歳：50未満 70歳以上：40未満

＜特定健康診査実施時のデータ＞

紹介先医療機関

健診受診日  20　 年　　 月　　 日
HbA1c　　　　　　　　 　%
eGFR　　　　　　　mL/分/1.73㎡

2 0　　  年　　    月　   　 日

 19　　年　   月　   日  （男・女）       歳

〒
浜松市　　区

受診年月日 

住所

氏名

生年月日

＜かかりつけ薬剤師（協力薬局）への相談履歴＞
相談日  20　  年　　 月　　 日
助言内容

薬局名 薬剤師名

実施医療機関
血清クレアチニン　　　　　　　  　㎎/dl
尿蛋白　　  （‒）　（±）　（＋）　（++） （+++）　

受診報告書　兼　腎臓専門医(内科） 〔専門医療機関〕 への紹介状

①
か
か
り
つ
け
医
/
保
管
用

※

腎
臓
専
門
医
（
内
科
）へ
の
事
前
連
絡
F
A
X
送
信
用
と
し
て
も
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

科 先生

専門医紹介
添付資料有無

有 ※貴院へ通院されている患者さんの場合のみご提供ください（書式任意、初診患者不要）。
　市(保険者）への報告には添付不要です。

紹介元医療機関
医療機関名

医師氏名

所在地・電話番号

結
果

※アルブミン定量（尿）
　（実施した場合のみ記載）

ｍｇ/ｇCr

□ 歯科検診・特定健診受診勧奨実施

※無しの場合、該当理由にチェック
□既に専門医受診中
□上記以外

専門医への紹介　□有　□無
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　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

〒070-8530 北海道旭川市曙1条1丁目1番1号 https://www.asahikawa.jrc.or.jp/

　旭川赤十字病院（520床）は，1915年に日本赤十字社
北海道支部仮病院として札幌に開設されたのち，1923年
に旭川に移転，約100年にわたり地域住民の健康維持に貢
献してきた。現在は地域の過疎化が進み，慢性的な医療従
事者不足が続くなか，3次救急指定病院かつ地域医療支援
病院として高度専門医療の提供を行っている。同病院腎臓
内科は，救急対応としての急性血液浄化療法や，血液透析
装置30台（2クール制）に加え，透析全体の2割を占める
60人前後の腹膜透析患者の総合的治療と管理を行ってい
るのが特徴である。広域医療圏，高齢化という地域特性を
踏まえたCKD診療のあり方について，腎臓内科部長小林
広学先生，山下智久先生，西沢慶太郎先生にお話を伺った。

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

日本赤十字社 旭川赤十字病院

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。

患者さんのニーズに応えられる腎代替療法の普及を目指して

小林広学
Kobayashi Hironori

旭川赤十字病院 腎臓内科部長
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座，2012年JR札幌病院
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科など。2017年JR札
幌病院腎臓内科，2018
年手稲渓仁会病院腎臓内
科を経て，同年12月より
旭川赤十字病院腎臓内科。
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　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

施設紹介 日本赤十字社 旭川赤十字病院

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。
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　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。



CKD Liaison No.23 17

　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

施設紹介 日本赤十字社 旭川赤十字病院

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。
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　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。
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チームとして安定性を増し，充実した医療の提供に尽力している腎臓内科の先
生方．左から山下智久先生，西沢慶太郎先生，小林広学先生，松田正大先生．

　 地域における旭川赤十字病院の位置づけ

─旭川赤十字病院の位置づけと腎臓内科の診療状況を
教えてください。
小林　当院は，道北における救急医療の拠点かつ地域医
療支援病院として，人口約33万人の旭川市をはじめ，北
は稚内市，南は苫務周辺，西は留萌周辺，東はオホーツ
ク海側までを診療圏として，多くの地域住民の健康維持
を担っています。
　われわれ腎臓内科は，救急医療では腎疾患を合併する
心血管疾患や脳卒中の患者さんに主科と協力しながら対
応し，外来では地域医療機関との連携のもと，管理の難
しい腎不全や腎炎の患者さんの受け入れを積極的に行っ
ています。
　血液浄化センターでは，血液透析装置30台2クール
体制で稼働していますが，救急搬送後の他科入院患者へ
の対応が一定割合必要となることを想定し，あえてフル
稼働しない運用で，延べ1万4000～5000人に対応
している状況です。
　また，腹膜透析については，年間新規導入10～20人
で，常時60人前後の患者さんの管理を行っており，透析
全体に占める割合は約2割と全国平均を上回っていま
す。これは，腎代替療法選択において，全身状態やライ
フスタイルなどの背景を考慮し，患者さんと十分に話し
合った結果で，腹膜透析に対するニーズがあれば可能な
限り応えるようにしています。

　 CKD診療における取り組み

─CKDの保存期から透析期まで，どのような介入を行
われているのでしょうか。
小林　CKDの進展抑制のためには，治療やケアにおい
て多職種がそれぞれの専門知識やスキルを持ち寄り，
チームで介入することが有効です。
　当院においても，チーム医療の充実は重要課題です
が，過疎地域のため人的リソースの確保が理想どおりに
はいかず，特に看護師は慢性的な人員不足の状態です。
そのため，外来で腎臓病教室や腎代替療法選択を実施す
る代わりに，当院では，約1週間の入院期間でCKDに関
する教育と療法選択の説明を行っています。これには人
的リソースの問題に加え，当院は広域圏で高齢の患者さ
んが多いことから，患者さんの通院負担を軽減する意味
合いもあります。

　療法選択の説明においては，CKDの知識に加え透析
装置を熟知した臨床工学技士が大きな役割を担ってくれ
ています。最近は，徐々にスタッフ数も安定してきたの
で，今後は，あらゆる職種のスタッフが専門性を発揮でき
る機会を設けていきたいと考えています。
西沢　当院の腎代替療法選択では，1週間かけてじっく
り説明を行い，そのあいだに詳細な検査も済ませるの
で，外来の腎臓病教室や療法選択では得られないメリッ
トもあると思います。
　患者さんは，非日常の1週間という時間のなか，落ち
着いて自分の病気に向き合うことができ，気づいたこと
や気になることがあれば，すぐにスタッフに質問できま
す。いずれ体制が整って外来での実施が可能となった場
合でも，入院で行うパターンを選択肢として残してもよい
のではないかと考えています。

─チーム医療をさらに充実させるために，どのような方
法が考えられるでしょうか。
山下　私は2018年から1年間，米国のWake Forest
大学に留学していましたが，米国は多様性があるなかで
システム構築による情報共有や標準化が徹底されてお
り，大変参考になりました。いい意味で，米国では医療者
のなすべきことが仕事としてシステム化され，課題が明
確な教育システムが整っている印象を受けました。
　その経験を活かして，現在，IgA腎症のクリニカルパス
や患者さん向けの診療説明書を作り直しており，スタッフ
間の情報共有や若手スタッフ向けの教育ツールとしても
役立てていきたいと思っています。
西沢　これまで，人員不足はもとより私自身の経験が浅
いこともあり，さまざまな職種のスタッフから上手く意見
を吸い上げる余裕がありませんでした。
　ようやく最近，臨床工学技士や看護師から相談や提案を
持ちかけられる機会が増えたと感じています。現在は，臨
床工学技士と話し合いながら，シャント管理のための当院
独自のスコアリングシステムの構築に着手しており，少しず
つですが，チーム力が上がってきていると実感しています。

　 腎代替療法選択の現状

─腎代替療法選択の説明のタイミングは，どのように判
断されていますか。
小林　患者さんへの説明のタイミングは，基本的に担当
医の裁量に委ねていますが，私自身はCKDステージ5，

易に捉えてしまう患者さんは，ゆくゆく管理が難しくなる
ことがこれまでの経験から予想できます。また，自己管理
や手技習得が難しそうだという先入観や，腹膜炎などの
合併症への過度な心配から，適応があっても腹膜透析を
敬遠される方もいます。患者さんのライフスタイルや価
値観を尊重しつつ，医療者として患者さんの身体状況を
総合的に判断し，最適な腎代替療法選択につなげていき
たいと考えています。

─療法選択で悩んでいる患者さんには，どのようにお話
されていますか。
小林　患者さんが迷っている場合，その背景には，療法
選択に関して「いったん選択すれば，いろいろなトラブル
や苦労があっても我慢しなければならない」というイメー
ジがあるようです。
　この点については，患者さんに丁寧に説明する必要が
あります。つまり，適応があって腹膜透析を選択しても，
のちの合併症などによって血液透析に移行するケースも
あり，血液透析を選択しても，シャントトラブルや血圧低
下の問題などから腹膜透析に移行するケースもあるわけ
です。
　腎代替療法選択は必ずしも最終選択ではないことを説
明すると，心が楽になり，「とりあえずこちらでやってみま
す」と前向きな姿勢になる患者さんが多いです。
西沢　患者さんの意思決定を支援するには，一方的な情
報提供にとどまらず，患者さんの背景を理解した提案を
行うことが重要と考えています。その点，近年提唱され
ている協働する意思決定「shared decision making」
は，療法選択においても導入すべき概念です。
　東京慈恵会医科大学の丹野有道先生は「shared decision 
making」について，「医師がソムリエのように指導や説明
を行う」ことを提唱されていますが，私もそういう姿勢が
望ましいと思って実践するよう心がけています。
　患者さんは，腎代替療法についての情報が十分に得ら
れていないことも多く，そのために，どれを選べばよいの
か迷っています。住んでいる地域，病気の状況，家族の
サポート体制，血管の状態，移植の適否などさまざまな
情報を提示したうえで，医師として最適と考える方法を提
案し，患者さんの意思決定を支えたいと考えています。

　 腹膜透析における管理の問題

─高齢化が進むなか，高齢の患者さんのサポート体制に

ついてどのようにお考えですか。
小林　一般的に，就労している若い世代では，生活の自
由度が高い点で腹膜透析を勧める傾向にあります。た
だ，若い方はたくさん食べて活動度も高いため，透析効
率を考えると70～80代の高齢の患者さんのほうが腹
膜透析に適しているとも考えられます。
　腹膜透析は5～10年で腹膜が劣化し，血液透析また
は腎移植へ移行するのが通常ですから，身体状況にもよ
りますが，高齢の患者さんの場合は，腹膜透析を継続し
ながら天寿を全うできる可能性があります。自宅で最期
を迎えるということは，血液透析では難しいことです。
　当院では，訪問看護による在宅管理で腹膜透析を継続
できている患者さんが数人います。実現するためには，
経済面をはじめさまざまな課題がありますが，そこをクリ
アできれば高齢化社会において大変意義のあるモダリ
ティだと思います。
　家族のサポートや訪問看護などのサービスを受けるこ
とが難しい場合，介護老人保健施設やサービス付き高齢
者向け住宅などで腹膜透析が行える施設が増えれば，さ
らに普及していく余地はあります。
西沢　高齢の患者さんで，腹膜透析の適応がある場合で
も，認知症や身体機能低下などの問題から導入が困難と
なるケースは，今後ますます増えていくと思います。自
己管理が難しい高齢の患者さんであっても，家族や医療

eGFR15mL/min/1.73m2を下回ったあたり，つまり
実際に透析準備を考えるべき段階での実施を想定してい
ます。
　ただし，地域の先生方からは，透析が必要になった段
階で初めて患者さんを紹介していただくのではなく，あ
る程度腎機能が低下してきた時点でいったん当院に紹介
していただき，当院の外来で指導を行ったのちに地域の
先生方の元で診療を続けていただくことが理想です。
　そのとき患者さんには，腎機能がこの先どういう経過
をたどるのか，最終的に透析導入の可能性がある場合に
は，そのことも含めて見通しを伝えておくと，いざ療法選
択が必要となり入院となっても，受け入れてもらいやす
いと考えています。
西沢　私自身は，CKDステージ4に差しかかったあたり
から説明の機会を考えることが多いです。ただ，患者さ
んを診ていて思うのが，CKDの進行度合いは非常に個
人差が大きいということです。ステージ4となっても数年
間とどまり続ける患者さんもいれば，ステージ3から4，
4から5と急速に腎機能が悪化する患者さんもいます。
　まさにケース・バイ・ケースというのが実態ですので，
患者さんを「CKD患者」として一括りで捉えるのではな
く，一人ひとりの患者さんとして診ていくことの重要性を
日々感じています。

─患者さんの意思決定を支援するにあたり，意識されて
いる点はありますか。
山下　腎代替療法選択を説明した際に感じるのは，透析
に対してネガティブなイメージをもっている患者さんが非
常に多いという点です。
　「透析は絶対に嫌だ」とお話しになる患者さんに理由を
詳しく尋ねると，保存期での治療中に，かかりつけ医の先
生から「このままだと透析になってしまう」「透析になると
長く生きられない」などネガティブな言葉による説明を受
けていることがあるようです。おそらく，患者さんのため
を思って，治療に対するモチベーションを上げるための表
現だとは思いますが，それにより患者さんの透析に対す
るイメージが「怖いもの」として固定されてしまうこともあ
りそうです。
　そこで私は，「透析は生きるために必須のもの」「最新
の科学の力で新しい人生を歩むためのものです」と説明
し，透析に対するネガティブなイメージを払拭するよう努
めています。そのうえで，新しい人生をどのような歩みに
するのか，週3回，医療従事者がフォローする生活なの
か，あるいは自宅での自己管理を中心に行う生活なのか
といった説明を重ねていくと，患者さんも次第に具体的
な選択肢に目を向けてくれるようになります。医療者の
発する言葉が患者さんに与える影響力は，こちらが想像
しているよりも大きいのだと思います。

─血液透析か腹膜透析かの選択において，地域特性は
影響するでしょうか。
山下　日本に比べ米国で腹膜透析が普及している背景と
して，国土の広さや，遠方からの通院の不便さをカバー
できるメリットは大きく影響していると思います。北海道
でも旭川地域や函館地域などの広域圏では，同様のメ
リットはもちろんのこと，高齢化や透析装置数に対して患
者数が多いという背景から，自宅において自分でできる
腹膜透析に対するニーズは大きいと考えています。
西沢　札幌市内なら地下鉄各駅に透析施設やクリニック
があるため，あえて腹膜透析を選択しなくてすむケース
が多いかもしれません。一方，旭川地域では透析施設は
当院をはじめ旭川医科大学や北彩都病院などに限られま
す。それぞれの施設が遠方の患者さんをカバーしている
なかで，通院回数が少なくてよいという点は選択要因の
ひとつになると思います。
小林　通院回数が少なくてすむ点は腹膜透析のメリット
のひとつですが，一方で，それを「楽ができそうだ」と安

─今後，医療において，ITはどのように活用されるのが
望ましいとお考えですか。
山下　遠隔診療を含め，医療におけるITの導入は積極的
に進めていくべきだと思います。ただ，逆説的かもしれま
せんが，そのなかで重視されるべきは，やはりコミュニ
ケーションだと思います。技術は進化しても，価値観や気
持ちなどをわかりあおうとするコミュニケーションは重要
です。
　腎代替療法選択についても，仮にITで患者さんの意
思決定支援ができるシステムが整ったとしても，そのあ
いだに患者さんとの会話を通じた熟慮が必要な場面があ
るはずです。それは，患者さんだけではなく，周囲のス
タッフや地域の連携先施設とのあいだでもいえること
で，人と人とのコミュニケーションがITと上手く融合し，
より豊かな透析医療の実現につながっていくことを願っ
ています。

　 今後の展望

─最後に，腎臓内科の今後と地域のCKD診療の展望に
ついてお聞かせください。
小林　当院腎臓内科は，過疎化の影響でスタッフが減り
続け，診療体制の維持に苦労してきた経緯があります。
そのなかで2020年10月から，旭川医科大学の後期研
修医が来てくれたことは，スタッフ一同，大きな励みとな
りました。
　まだまだ少ない人員ながら，遠隔診療の導入なども含
めたシステム刷新により日々の診療の効率化を進め，ス
タッフがそれぞれの能力を最大限発揮できる環境づくり
に努めたいと思います。
山下　当院は，北海道のなかでも病床数，患者数が多い
ため，新たなシステムの導入は，臨床はもちろん教育面
においても大きな波及効果が得られると期待できます。
　そのなかで，小林先生をはじめ多くの先生方に育てて
いただいたご恩を返すためにも，私が教わったことを後
輩に継承したいと考えています。
　特に，研修医の先生方には，自分で考え発表すること
の大切さを伝えています。正しい発表の仕方を学び，しっ
かり発表できたら評価されるということを実感してもらう
ことは，非常に大切です。
　それが研究・臨床・教育すべての面で後輩を育成する
ことになりますし，最終的に旭川地域，そして北海道の医
療のレベルアップにつながればと考えています。

者の支援が受けられれば，在宅や高齢者施設などで腹膜
透析を受けることが可能です。
　現在は，ごく限られた施設に入所した患者さんだけが
サポートを得られている状況ですが，規制緩和が進み，た
とえば介護職でも一定の条件の下で腹膜透析に関与でき
る環境が整備されることが望まれます。高齢の患者さん
の選択肢を広げるためにも，そのようなアシステッドPD
が今後，さらに普及することが必要だと思います。
山下　旭川地域に限らず日本全体の問題として，腹膜透析
を行える高齢者施設が増えていくことを期待しています。
　腹膜透析は，自宅や施設にいながら行えるメリットが強
調されがちですが，初期投資の必要がないことも利点の
ひとつです。だからこそ，高齢者施設でも行うことが可能
なのですが，問題は，腹膜透析を行うには人的リソースが
必要になるという点です。施設でアシステッドPDを行う
場合は報酬として加算をつけるなど，人的リソースの確
保に見合う対価が付加されれば，もう少し普及が加速す
るのではないかと思います。

─腹膜透析の管理を行うにあたり，地域の課題をお聞か
せください。
小林　血液透析は，多くの先生方が豊富な経験を積み，
トラブル対応にも慣れていると思います。それに対し，腹
膜透析は，個人の腹膜のはたらきに左右されやすい点も

あり，経験の少ない先生方にとっては，トラブル発生時の
対応への不安が大きいのも事実ではないでしょうか。血
液透析も腹膜透析も，患者さんにとっては大切な選択肢
のひとつです。地域の先生方には，1人でも多くの患者
さんを診て，腹膜透析の経験を積むことに前向きになっ
てもらえたらと考えています。
　患者さんが腹膜透析を望んでいる，あるいは血液透析
の継続が困難で困っているのに，医療者が精通していな
い，環境が整っていないという理由で患者さんの選択肢
が制限されてしまうことがあってはならないと思います。

　 腹膜透析の普及に向けて

─腹膜透析の普及と遠隔診療などの新技術との関係に
ついて，お考えをお聞かせください。
小林　高齢で寝たきりの患者さんや通院が難しい患者さ
んが増えているなか，ITを活用した遠隔診療は，ますま
す身近な存在になっているように感じています。
　われわれが利用している腹膜透析装置も，クラウド上
に治療計画プログラムを置き，在宅患者さんの日々の治
療データにアクセスできる機能を搭載したものです。治
療データの閲覧権限は担当医が譲渡できるので，腹膜透
析に関わっている看護師，地域の訪問看護師や医療機関
の先生などとの情報共有が可能になりました。
　インターネット経由でいつでも閲覧できるという利便
性があり，PC端末から治療結果に応じた処方変更やトラ
ブル発生時のアドバイスなどが行えるため，腹膜透析の
普及において有用なツールになると期待できます。
　遠隔という用語を用いているように，そもそも「距離的
に離れている」デメリットを解消する意味合いが大きいと
思いますが，実際にシステムを利用してみると，むしろ距
離は関係ないことに気づきました。システムを使って効
率的な診療を行うことが遠隔診療のメリットでもあるの
で，遠隔地やへき地の患者さんはもちろん，近隣施設と
の連携でも有用ですし，都市部に多い高齢で独居の患者
さんも対象になりうると思います。
西沢　欧州では，新型コロナウイルス感染症の流行も
あって，血液透析からITを活用した腹膜透析に移行する
流れもあるようです。欧州では，在宅透析の監視システ
ムや，治療経過を把握できるシステムの構築も実現して
います。日本でも，将来的にはITや遠隔診療を活用して，
在宅の患者さんの腹膜透析をより安全かつ効率的に管理
できる手法が普及していくと思います。

施設紹介 日本赤十字社 旭川赤十字病院

西沢　旭川医科大学の研修医の先生が来てくれたこと
は，地域の先生方との関係性を深めるうえでも，大きな
チャンスだと受けとめています。この流れで，「腎臓内科
の人員2倍」を目指していけたらと思っています。
　残念ながら，北海道の腎臓診療のレベルは，関東圏の
大学病院などと比べると相対的に低いと認めざるを得な
い状況です。少しでも追いつけ追い越せと思って励んで
いますが，志を同じくする仲間を増やして一歩ずつ取り組
んでいきたいと思います。
　また，腎臓内科の人員が安定しつつあり，いままで以
上のスピードで改革が行える環境となりました。現在は，
長期留置型のカテーテルをバージョンアップ，VAIVT
（vascular access intervention therapy：経 皮 的
バスキュラーアクセス拡張術）も積極的に行える環境と
し，診療の効率化を目指したシステム改革などにも着手
しています。小林先生のもと，腎臓内科一丸となって頑
張りたいと思います。
小林　地域のCKD診療について目を向けると，旭川地
域では2018年から，旭川医科大学を中心に糖尿病性腎
症の重症化予防を目的とした取り組みがスタートしてい
ます。
　具体的には，道北地区の特定健康診査を受けた患者さ
んを対象として，地域の医療機関から基幹病院への紹介
基準を策定し，適切な段階で専門治療につなげることを
目指すものです。この取り組みについては，今後，地域
の先生方のご協力も必要になりますので，われわれから
も積極的にはたらきかけ，地域全体でのCKD保存期か
ら透析期までの診療レベルの向上を目指したいと考えて
います。
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