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　また，古屋氏は，過去に山梨県の
患者会を対象に行ったアンケート調査
において，「いつ透析導入の可能性を
認識したか」との質問に対し，「半年以
内」とする回答が半数を占めていたこ
とを指摘した。「もちろん，もっと早い段
階でかかりつけ医の先生から説明は
あったと思います。ただ，患者さんが
きちんと現実の問題として受け入れた
のが透析導入直前になってしまったと
いうことがあるかもしれません」と推察
する。「専門医とかかりつけ医の連携
による患者さんへの意識づけなどが足
りなかったのではないかと感じていま
す」（古屋氏）。

 行政とともにCKDの
 総合的な対策へ着手

　透析導入患者数が多い状況に医
療関係者が危機感を募らせるなか，
「CKDの総合的な対策を展開するた
めには，行政との連携と事業化が重
要なポイントとなることは明らかでした」
と原口氏は振り返る。

ドクター 
インタビュー

『糖尿病性腎症による新規透析患者数
全国1位』からのスタート
山梨県によるCKD対策の取り組み

　医療関係者の危機感に呼応するよ
うに，行政も糖尿病性腎症やCKD対
策の重要性を認識し，動き出した。山
梨県は2013年に『健やか山梨21（第
2次）』を策定，「糖尿病性腎症による
年間新規透析導入患者数減少」を目
標のひとつとして明記した4）。また，
2015年には山梨県，山梨県医師会，
山梨県歯科医師会，山梨県薬剤師
会，山梨県栄養士会，山梨大学，腎
臓専門医，医療保険者，健診機関，
患者団体などで構成される『山梨県
慢性腎臓病（CKD）予防推進対策協
議会』が設立され，行政とともに地域
に根差したCKD対策を展開すること
が決定した。さらに，2018年には山梨
県医師会，山梨県糖尿病対策推進
会議，山梨県CKD予防推進対策協
議会，山梨県の四者で「山梨県糖尿
病性腎症重症化予防プログラム」を策
定，糖尿病およびCKDの重症化リス
クの高い医療機関未受診者や治療中
断者への受診勧奨を行うなど対策に
本腰を入れ始めた。

 CKD対策の具体的な取り組み

　2015年から始まったCKD対策の主
軸となるのが，かかりつけ医と腎臓専
門医による「山梨県CKD病診連携シ
ステム」である（12ページ参照）。連携
を促進するため，「CKD診療ガイド
2012」（日本腎臓学会 編）の紹介基準
をベースに，山梨県の現状を加味した
独自の紹介基準と紹介状のテンプレー
トを作成した。その特徴は，年齢層別
のeGFR値による紹介基準を設定した
ほか，蛋白尿による基準も検尿の場合
を2＋以上，糖尿病がある場合は程度
を問わず蛋白尿陽性とするなど，設定
項目に1つでも該当する場合は腎臓専
門医と連携・協力して診療することが
必要であることを明確にしたことであ
る。紹介基準を明らかにすることで，
腎臓専門医の受診が必要な患者をよ
り厳密に抽出できることが期待された。
　また，CKD対策を積極的に推進す
るかかりつけ医に対し，山梨県知事と
山梨県医師会長により認定証を授与
する「CKD病診連携医登録制度」も

移している6）。2019年には343人（同
149人）6）と揺り戻しもみられたが，か
かりつけ医と腎臓専門医の連携を強
化する対策を続ければ，着実に効果
が表れると原口氏はみる。病診連携
医は178名まで増加し，連携件数も年
間1,000件程度に上っている。
　「eGFRをきちんと測るようになると潜
在していた腎不全の患者さんが発見
されやすくなるなど透析導入者数が増
える要素もあります。そのため，まだ効
果は十分に表れていないかもしれませ
んが，かかりつけ医と腎臓専門医で協
力して，できるだけ多くの地域で
eGFRを測定し，できるだけ早く腎臓
専門医に紹介するようになれば，減少
の方向に進んでいくのは間違いないと
思います」と原口氏は強調する。
　一方で，多くの課題も浮かび上が
る。古屋氏が指摘するのは，腎臓専
門医に患者を紹介するかかりつけ医
の固定化である。紹介患者は確実に
増えているが，同じかかりつけ医から
の紹介が続き，紹介元に広がりがみら
れない点が懸念されるという。CKD
病診連携医登録制度の登録医は内
科医の約5割であることから，残る5
割の医師にどのように参加してもらうか
が課題だ。そのため古屋氏は，どのよ
うな情報が求められているかを患者ご
とに詳細に検討し，かかりつけ医への
丁寧な返書作成を心がけているとい
う。「“次にまた紹介したい”と思う先生
方が増えれば，腎臓専門医に紹介す
るメリットが広く知れ渡るはずです。そ
こから連携の裾野が広がっていくと期
待しています」（古屋氏）。
　また，温井氏は，紹介するタイミング
の問題を指摘する。「CKDの進展抑
制は，透析導入阻止だけでなく，心血
管イベントの発症抑制など生命予後に
も関わる大切な問題です。腎機能は
低下すると取り戻すことができません。
eGFRの低下速度を緩やかにできて
も，透析に至るまでの期間をほんの少
し延長することしかできないことも多い

のです。紹介基準に該当すれば様子
見の必要はないので，即座に躊躇なく
紹介していただければと思います。早
期に発見し，良質な治療を継続するこ
とが何よりも重要です」（温井氏）。
　この点について，古屋氏は，「おそら
く，症状がないので専門医を受診する
のをためらってしまう患者さんも多いの
ではないかと思います。一般的な啓
発活動やかかりつけ医の先生方への
連携の周知・浸透などは，行政の力
も借りながら行っていく必要があるので
はないかと考えます」とし，連携システ
ムの一層の普及・浸透の必要性を強
調した。

 山梨県CKD対策の今後の展望

　2015年から総合的なCKD対策を
展開して7年目に突入し，当初掲げた
目標達成に向け，着実に成果は得ら
れつつある。かつて医療関係者間で
対策の必要性が指摘されていたな
か，行政が県民全体の健康課題とし
て捉え，対策の事業化に踏み切った
ことは大きかったと考えられる。
　原口氏は今後の展望として，「国保
データベース（KDB）をもとに，行政が
地域ごとのクレアチニン値やアルブミン
値の測定率の推移を解析して公表す
れば，CKD対策推進に大きなインパク
トを与えるはずです」と期待する。「早
期の検査・発見・診断が重要ですが，
それを広く認識してもらうには，実際の
データを定期的に出して注意喚起して

いくことも必要です。つまり，取り組み
の実績に対する評価が重要です。そ
れを抜きに，新規透析導入患者数削
減だけを目指すのは難しい。アウトカム
だけでなくプロセスを評価し，病診連
携の状況を明らかにすることで，注目
する人も増えるはずです」（原口氏）。
　そして最後に，次のように締めくくっ
た。「山梨県全体にCKD病診連携が
浸透し，紹介基準のもとで専門医療に
つながる患者さんが増えれば，総合
的なCKD診療の水準は着実に向上
するでしょう。当院のモットーは“糖尿
病から腎症にしない，腎症を透析に進
めない，透析に入ってもいつまでも健
康に”ですが，まさにそのような診療が
山梨県全体で実現することを期待して
います。今後は，地域での啓発活動
を進め，目標を実現するために何が必
要なのか，地域のみなさんと相談しな
がら新たな方向性を見出したいと思い
ます」（原口氏）。

創設された。CKD病診連携医となる
要件は，CKD診療に関する講習会の
受講と2年ごとの資格更新で，県ホー
ムページで名簿が公開され，各種
CKD啓発イベント時にも名簿配布が
行われる。現在，山梨県下の内科医
の約5割が登録している。
　原口氏は，「紹介基準について，か
かりつけ医の先生からは，クリアカット
でわかりやすく，紹介すべきかについ
て悩まなくてすむ，専門医の受診をた
めらう患者さんに必要性と根拠を説明
しやすくなったなど一定の評価をいた
だいています」と話す。「診察室で患
者さんに紹介基準の数値を見せ，“あ
なたはここに該当しますから，一度専
門の先生に診てもらいましょう”と説明
するときなどにも紹介基準を活用しても
らえているようです」（原口氏）。

 病診連携を推進する
 再紹介基準の設定

　さらに，CKD病診連携システムにお
いて，かかりつけ医と腎臓専門医のより
円滑な連携を目指して導入されたのが
「再紹介チェックシート」である。患者が
どのような状態になれば専門医に再紹
介すべきか，身体所見や検査所見ごと
に指標となる数値を明記する。紹介基
準とは異なり，「再紹介チェックシート」
の基準は，患者の病態や生活環境な
どを考慮し，個別に設定される。実際
に患者を診療した腎臓専門医の判断
で記入するため，決まった基準はない。
　その点について原口氏は，「再紹介
いただくタイミングとして，基本的には
疾患進行にともない，追加治療が必
要になったときと考えています」と話
す。一般的にはCKDの重症度分類
のステージが変わるときが再紹介のタ
イミングと考えられるが，eGFRは患者
により低下速度が異なる。そのため，
ステージ境界にいながらも比較的状態
が安定していれば，再紹介基準となる
eGFRをやや低めに設定することもあ

ると原口氏は説明する。
　ただ，再紹介基準にかかわらず，
かかりつけ医が診ていて気になること
があれば気軽に再紹介してほしいと付
け加えた。「長く患者さんを診ているか
かりつけ医の先生は，われわれ腎臓
専門医の見落としに気づく場合もある
でしょう。あくまでひとつの目安として，
上手く再紹介基準を活用していただ
ければと思います」（原口氏）。

 CKD診療における
 療養指導の重要性

　CKDの進展抑制のためには，腎臓
専門医による高度専門医療の提供と
ともに，患者に対する疾患啓発や栄
養・生活面に関する療養指導も重要
となる。
　原口内科・腎クリニックでは，スタッ
フがいち早く腎臓病療養指導士の資
格を取得した。その理由について原
口氏は，「医師はみな多忙で，患者さ
んへの説明や指導に十分な時間を確
保できないことがあります。医師以外
で一定の専門知識のあるスタッフが患
者さんへの説明を補足し，療養指導
を行うことは，大きな意義があると思い
ます」と強調する。
　また，腎臓病療養指導士が患者の
意向や情報を把握して，医師にフィー
ドバックすることで，より患者背景に配
慮した治療提供にもつながると原口氏
は話す。同クリニックでは現在，看護
師3名が腎臓病療養指導士の資格を
有しており，CKDに関する幅広い知識
を活かし，患者さんに寄り添うかたちで
の療養指導を実践している。原口氏
は，その指導について「透析はそんな
に怖いものではない，食事療法も工夫
できる点があるなど，患者さんに近い
立場ならではのアプローチで，患者さ
んに安心して治療に向き合ってもらうこ
とを目指しているようです」と説明する。
　山梨県は1日食塩摂取量が全国1
位になったこともあるなど5），多くの患

者が塩分の過剰摂取傾向にあり，検
査数値も一定しないことが多い。「当
院の患者さんにも漬物が大好きで，“う
ちで漬けているから大丈夫”と言う方
がいます。また，農業従事者が多い
ため，農閑期になると体を動かさなく
なってHbA1cが上昇し，農繁期には
脱水で，腎機能が悪化する。それが
繰り返されることによって徐々に状態が
悪化するという方も多くいます。山梨
県には，互助制度から始まった“無尽
（むじん）”と呼ばれる習慣があり，いく
つもの無尽を掛け持ちして飲酒飲食を
楽しむ方もいます。そうした生活背景
や食習慣を把握し，患者さんの考え方
を尊重した提案や指導をするには，丁
寧な聞き取りや時間が必要です。診
察時間内で医師が行うのは，なかな
か難しいと思います」（原口氏）。
　ただ，一般的な内科を標榜するクリ
ニックでは，腎臓病療養指導士のよう
な特殊な資格取得の支援は難しいの
が現実である。仮に資格を取得して
も，看護師1人が療養指導に時間をと
られると，検査の多い診療科などでは
診療が回らないだろうと原口氏は推察
する。温井氏は「腎臓病療養指導士
を地域でどのように活用するかは，非
常に重要な課題だと思います。山梨
県でも今後，どのように展開していくか
について検討する必要があると考えて
います」と指摘した。

 CKD病診連携システムの成果と
 みえてきた課題

　山梨県でCKD対策事業を推進す
るなかで，県CKD予防推進対策協
議会としての当初の目標は，5年間で
新規透析導入患者の10％減少を目
指すことであった。2015年は原疾患
に記入があった新規透析導入患者数
296人（うち原疾患が糖尿病性腎症
144人）で，その後は，2016年277人
（同134人），2017年293人（同132
人），2018年269人（同112人）と 推

　山梨県は本州の中央部に位置し，
標高2,000～3,000m級の山々に囲ま
れた緑豊かな地に人口約80万人が居
住する2）。二次医療圏として4医療圏
が設定されるなか，県都甲府市を含む
中北医療圏に医療資源が集中する傾
向にあり，医療資源の偏在や医療提
供体制の脆弱性が課題となっている。
　CKD領域に目を向けると，腎臓専
門医は県全体で42名（2021年5月26
日現在）3）と，人口比で極端に少ない
状況ではないが，「地域偏在が問題で
す」と原口氏は指摘する。現に，山梨
大学医学部附属病院，山梨県立中
央病院などの基幹病院はいずれも中
北医療圏にあり，以前から腎臓専門
医をはじめ多くの医療資源が本医療
圏に集中する傾向にあった。一方，原

口氏によると，「人口減少と高齢化の進
んだ他の医療圏においては腎臓専門
医が不足しており，専門医不在の地
域もあります。山梨大学から医師が派
遣されるなどの対応で診療レベルの維
持に努めているのが実情です」という。

 糖尿病性腎症による
 新規透析患者数全国1位の背景

　高齢化社会を背景に生活習慣病を
原因としたCKD患者の増加が懸念さ
れるなか，山梨県では2010年度，糖
尿病性腎症による新規透析患者数が
全国1位となり1），その後も思うように
状況が改善されない状態が続いてい
た。その要因としては，腎症が進行し
ても腎臓専門医に紹介されず，至適

治療を受けられない患者が多数潜在
することが考えられた。
　温井氏は，「地域の糖尿病治療の
質は決して低くない」と前置きしつつ，
問題点として，CKDに対するかかりつ
け医の関心の低さを指摘した。“糖尿
病性腎症はコントロール不良で腎症が
進行するもの”と考え，透析が近くなっ
たら腎臓専門医へ紹介するのが一般
的と捉えているかかりつけ医も少なくな
いという。「透析間近まで腎機能が低
下した状態で紹介されると，腎臓専門
医でも進行を遅らせることは困難で
す。専門医への紹介後，手を尽くして
も残念ながら透析導入に至ってしまう，
それがこれまでの山梨県における糖
尿病性腎症治療の流れだったと思い
ます」（温井氏）。

　わが国におけるCKD患者は年々増加傾向にあり，国民の新たな健康課題としてCKDに対する積極的な介入が
求められている。山梨県では糖尿病性腎症による新規透析患者数（2010年度都道府県別：人口10万対）が
17.3と全国1位となり1），総合的なCKD対策の重要性が叫ばれるなか，2015年にはCKD対策が事業化され，
「山梨県CKD病診連携システム」を主軸とした県をあげての総合的な施策が展開されている。事業スタートから7
年目を迎え，「2015年度からの10年で新規透析導入患者数10％減少」を目標に掲げる山梨県CKD対策の現状
とみえてきた課題について，地域のCKD対策を牽引する原口和貴氏，温井郁夫氏，古屋文彦氏にお話を伺った。
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　また，古屋氏は，過去に山梨県の
患者会を対象に行ったアンケート調査
において，「いつ透析導入の可能性を
認識したか」との質問に対し，「半年以
内」とする回答が半数を占めていたこ
とを指摘した。「もちろん，もっと早い段
階でかかりつけ医の先生から説明は
あったと思います。ただ，患者さんが
きちんと現実の問題として受け入れた
のが透析導入直前になってしまったと
いうことがあるかもしれません」と推察
する。「専門医とかかりつけ医の連携
による患者さんへの意識づけなどが足
りなかったのではないかと感じていま
す」（古屋氏）。

 行政とともにCKDの
 総合的な対策へ着手

　透析導入患者数が多い状況に医
療関係者が危機感を募らせるなか，
「CKDの総合的な対策を展開するた
めには，行政との連携と事業化が重
要なポイントとなることは明らかでした」
と原口氏は振り返る。

　医療関係者の危機感に呼応するよ
うに，行政も糖尿病性腎症やCKD対
策の重要性を認識し，動き出した。山
梨県は2013年に『健やか山梨21（第
2次）』を策定，「糖尿病性腎症による
年間新規透析導入患者数減少」を目
標のひとつとして明記した4）。また，
2015年には山梨県，山梨県医師会，
山梨県歯科医師会，山梨県薬剤師
会，山梨県栄養士会，山梨大学，腎
臓専門医，医療保険者，健診機関，
患者団体などで構成される『山梨県
慢性腎臓病（CKD）予防推進対策協
議会』が設立され，行政とともに地域
に根差したCKD対策を展開すること
が決定した。さらに，2018年には山梨
県医師会，山梨県糖尿病対策推進
会議，山梨県CKD予防推進対策協
議会，山梨県の四者で「山梨県糖尿
病性腎症重症化予防プログラム」を策
定，糖尿病およびCKDの重症化リス
クの高い医療機関未受診者や治療中
断者への受診勧奨を行うなど対策に
本腰を入れ始めた。

 CKD対策の具体的な取り組み

　2015年から始まったCKD対策の主
軸となるのが，かかりつけ医と腎臓専
門医による「山梨県CKD病診連携シ
ステム」である（12ページ参照）。連携
を促進するため，「CKD診療ガイド
2012」（日本腎臓学会 編）の紹介基準
をベースに，山梨県の現状を加味した
独自の紹介基準と紹介状のテンプレー
トを作成した。その特徴は，年齢層別
のeGFR値による紹介基準を設定した
ほか，蛋白尿による基準も検尿の場合
を2＋以上，糖尿病がある場合は程度
を問わず蛋白尿陽性とするなど，設定
項目に1つでも該当する場合は腎臓専
門医と連携・協力して診療することが
必要であることを明確にしたことであ
る。紹介基準を明らかにすることで，
腎臓専門医の受診が必要な患者をよ
り厳密に抽出できることが期待された。
　また，CKD対策を積極的に推進す
るかかりつけ医に対し，山梨県知事と
山梨県医師会長により認定証を授与
する「CKD病診連携医登録制度」も

移している6）。2019年には343人（同
149人）6）と揺り戻しもみられたが，か
かりつけ医と腎臓専門医の連携を強
化する対策を続ければ，着実に効果
が表れると原口氏はみる。病診連携
医は178名まで増加し，連携件数も年
間1,000件程度に上っている。
　「eGFRをきちんと測るようになると潜
在していた腎不全の患者さんが発見
されやすくなるなど透析導入者数が増
える要素もあります。そのため，まだ効
果は十分に表れていないかもしれませ
んが，かかりつけ医と腎臓専門医で協
力して，できるだけ多くの地域で
eGFRを測定し，できるだけ早く腎臓
専門医に紹介するようになれば，減少
の方向に進んでいくのは間違いないと
思います」と原口氏は強調する。
　一方で，多くの課題も浮かび上が
る。古屋氏が指摘するのは，腎臓専
門医に患者を紹介するかかりつけ医
の固定化である。紹介患者は確実に
増えているが，同じかかりつけ医から
の紹介が続き，紹介元に広がりがみら
れない点が懸念されるという。CKD
病診連携医登録制度の登録医は内
科医の約5割であることから，残る5
割の医師にどのように参加してもらうか
が課題だ。そのため古屋氏は，どのよ
うな情報が求められているかを患者ご
とに詳細に検討し，かかりつけ医への
丁寧な返書作成を心がけているとい
う。「“次にまた紹介したい”と思う先生
方が増えれば，腎臓専門医に紹介す
るメリットが広く知れ渡るはずです。そ
こから連携の裾野が広がっていくと期
待しています」（古屋氏）。
　また，温井氏は，紹介するタイミング
の問題を指摘する。「CKDの進展抑
制は，透析導入阻止だけでなく，心血
管イベントの発症抑制など生命予後に
も関わる大切な問題です。腎機能は
低下すると取り戻すことができません。
eGFRの低下速度を緩やかにできて
も，透析に至るまでの期間をほんの少
し延長することしかできないことも多い

のです。紹介基準に該当すれば様子
見の必要はないので，即座に躊躇なく
紹介していただければと思います。早
期に発見し，良質な治療を継続するこ
とが何よりも重要です」（温井氏）。
　この点について，古屋氏は，「おそら
く，症状がないので専門医を受診する
のをためらってしまう患者さんも多いの
ではないかと思います。一般的な啓
発活動やかかりつけ医の先生方への
連携の周知・浸透などは，行政の力
も借りながら行っていく必要があるので
はないかと考えます」とし，連携システ
ムの一層の普及・浸透の必要性を強
調した。

 山梨県CKD対策の今後の展望

　2015年から総合的なCKD対策を
展開して7年目に突入し，当初掲げた
目標達成に向け，着実に成果は得ら
れつつある。かつて医療関係者間で
対策の必要性が指摘されていたな
か，行政が県民全体の健康課題とし
て捉え，対策の事業化に踏み切った
ことは大きかったと考えられる。
　原口氏は今後の展望として，「国保
データベース（KDB）をもとに，行政が
地域ごとのクレアチニン値やアルブミン
値の測定率の推移を解析して公表す
れば，CKD対策推進に大きなインパク
トを与えるはずです」と期待する。「早
期の検査・発見・診断が重要ですが，
それを広く認識してもらうには，実際の
データを定期的に出して注意喚起して

いくことも必要です。つまり，取り組み
の実績に対する評価が重要です。そ
れを抜きに，新規透析導入患者数削
減だけを目指すのは難しい。アウトカム
だけでなくプロセスを評価し，病診連
携の状況を明らかにすることで，注目
する人も増えるはずです」（原口氏）。
　そして最後に，次のように締めくくっ
た。「山梨県全体にCKD病診連携が
浸透し，紹介基準のもとで専門医療に
つながる患者さんが増えれば，総合
的なCKD診療の水準は着実に向上
するでしょう。当院のモットーは“糖尿
病から腎症にしない，腎症を透析に進
めない，透析に入ってもいつまでも健
康に”ですが，まさにそのような診療が
山梨県全体で実現することを期待して
います。今後は，地域での啓発活動
を進め，目標を実現するために何が必
要なのか，地域のみなさんと相談しな
がら新たな方向性を見出したいと思い
ます」（原口氏）。

創設された。CKD病診連携医となる
要件は，CKD診療に関する講習会の
受講と2年ごとの資格更新で，県ホー
ムページで名簿が公開され，各種
CKD啓発イベント時にも名簿配布が
行われる。現在，山梨県下の内科医
の約5割が登録している。
　原口氏は，「紹介基準について，か
かりつけ医の先生からは，クリアカット
でわかりやすく，紹介すべきかについ
て悩まなくてすむ，専門医の受診をた
めらう患者さんに必要性と根拠を説明
しやすくなったなど一定の評価をいた
だいています」と話す。「診察室で患
者さんに紹介基準の数値を見せ，“あ
なたはここに該当しますから，一度専
門の先生に診てもらいましょう”と説明
するときなどにも紹介基準を活用しても
らえているようです」（原口氏）。

 病診連携を推進する
 再紹介基準の設定

　さらに，CKD病診連携システムにお
いて，かかりつけ医と腎臓専門医のより
円滑な連携を目指して導入されたのが
「再紹介チェックシート」である。患者が
どのような状態になれば専門医に再紹
介すべきか，身体所見や検査所見ごと
に指標となる数値を明記する。紹介基
準とは異なり，「再紹介チェックシート」
の基準は，患者の病態や生活環境な
どを考慮し，個別に設定される。実際
に患者を診療した腎臓専門医の判断
で記入するため，決まった基準はない。
　その点について原口氏は，「再紹介
いただくタイミングとして，基本的には
疾患進行にともない，追加治療が必
要になったときと考えています」と話
す。一般的にはCKDの重症度分類
のステージが変わるときが再紹介のタ
イミングと考えられるが，eGFRは患者
により低下速度が異なる。そのため，
ステージ境界にいながらも比較的状態
が安定していれば，再紹介基準となる
eGFRをやや低めに設定することもあ

ると原口氏は説明する。
　ただ，再紹介基準にかかわらず，
かかりつけ医が診ていて気になること
があれば気軽に再紹介してほしいと付
け加えた。「長く患者さんを診ているか
かりつけ医の先生は，われわれ腎臓
専門医の見落としに気づく場合もある
でしょう。あくまでひとつの目安として，
上手く再紹介基準を活用していただ
ければと思います」（原口氏）。

 CKD診療における
 療養指導の重要性

　CKDの進展抑制のためには，腎臓
専門医による高度専門医療の提供と
ともに，患者に対する疾患啓発や栄
養・生活面に関する療養指導も重要
となる。
　原口内科・腎クリニックでは，スタッ
フがいち早く腎臓病療養指導士の資
格を取得した。その理由について原
口氏は，「医師はみな多忙で，患者さ
んへの説明や指導に十分な時間を確
保できないことがあります。医師以外
で一定の専門知識のあるスタッフが患
者さんへの説明を補足し，療養指導
を行うことは，大きな意義があると思い
ます」と強調する。
　また，腎臓病療養指導士が患者の
意向や情報を把握して，医師にフィー
ドバックすることで，より患者背景に配
慮した治療提供にもつながると原口氏
は話す。同クリニックでは現在，看護
師3名が腎臓病療養指導士の資格を
有しており，CKDに関する幅広い知識
を活かし，患者さんに寄り添うかたちで
の療養指導を実践している。原口氏
は，その指導について「透析はそんな
に怖いものではない，食事療法も工夫
できる点があるなど，患者さんに近い
立場ならではのアプローチで，患者さ
んに安心して治療に向き合ってもらうこ
とを目指しているようです」と説明する。
　山梨県は1日食塩摂取量が全国1
位になったこともあるなど5），多くの患

者が塩分の過剰摂取傾向にあり，検
査数値も一定しないことが多い。「当
院の患者さんにも漬物が大好きで，“う
ちで漬けているから大丈夫”と言う方
がいます。また，農業従事者が多い
ため，農閑期になると体を動かさなく
なってHbA1cが上昇し，農繁期には
脱水で，腎機能が悪化する。それが
繰り返されることによって徐々に状態が
悪化するという方も多くいます。山梨
県には，互助制度から始まった“無尽
（むじん）”と呼ばれる習慣があり，いく
つもの無尽を掛け持ちして飲酒飲食を
楽しむ方もいます。そうした生活背景
や食習慣を把握し，患者さんの考え方
を尊重した提案や指導をするには，丁
寧な聞き取りや時間が必要です。診
察時間内で医師が行うのは，なかな
か難しいと思います」（原口氏）。
　ただ，一般的な内科を標榜するクリ
ニックでは，腎臓病療養指導士のよう
な特殊な資格取得の支援は難しいの
が現実である。仮に資格を取得して
も，看護師1人が療養指導に時間をと
られると，検査の多い診療科などでは
診療が回らないだろうと原口氏は推察
する。温井氏は「腎臓病療養指導士
を地域でどのように活用するかは，非
常に重要な課題だと思います。山梨
県でも今後，どのように展開していくか
について検討する必要があると考えて
います」と指摘した。

 CKD病診連携システムの成果と
 みえてきた課題

　山梨県でCKD対策事業を推進す
るなかで，県CKD予防推進対策協
議会としての当初の目標は，5年間で
新規透析導入患者の10％減少を目
指すことであった。2015年は原疾患
に記入があった新規透析導入患者数
296人（うち原疾患が糖尿病性腎症
144人）で，その後は，2016年277人
（同134人），2017年293人（同132
人），2018年269人（同112人）と 推

　山梨県は本州の中央部に位置し，
標高2,000～3,000m級の山々に囲ま
れた緑豊かな地に人口約80万人が居
住する2）。二次医療圏として4医療圏
が設定されるなか，県都甲府市を含む
中北医療圏に医療資源が集中する傾
向にあり，医療資源の偏在や医療提
供体制の脆弱性が課題となっている。
　CKD領域に目を向けると，腎臓専
門医は県全体で42名（2021年5月26
日現在）3）と，人口比で極端に少ない
状況ではないが，「地域偏在が問題で
す」と原口氏は指摘する。現に，山梨
大学医学部附属病院，山梨県立中
央病院などの基幹病院はいずれも中
北医療圏にあり，以前から腎臓専門
医をはじめ多くの医療資源が本医療
圏に集中する傾向にあった。一方，原

口氏によると，「人口減少と高齢化の進
んだ他の医療圏においては腎臓専門
医が不足しており，専門医不在の地
域もあります。山梨大学から医師が派
遣されるなどの対応で診療レベルの維
持に努めているのが実情です」という。

 糖尿病性腎症による
 新規透析患者数全国1位の背景

　高齢化社会を背景に生活習慣病を
原因としたCKD患者の増加が懸念さ
れるなか，山梨県では2010年度，糖
尿病性腎症による新規透析患者数が
全国1位となり1），その後も思うように
状況が改善されない状態が続いてい
た。その要因としては，腎症が進行し
ても腎臓専門医に紹介されず，至適

治療を受けられない患者が多数潜在
することが考えられた。
　温井氏は，「地域の糖尿病治療の
質は決して低くない」と前置きしつつ，
問題点として，CKDに対するかかりつ
け医の関心の低さを指摘した。“糖尿
病性腎症はコントロール不良で腎症が
進行するもの”と考え，透析が近くなっ
たら腎臓専門医へ紹介するのが一般
的と捉えているかかりつけ医も少なくな
いという。「透析間近まで腎機能が低
下した状態で紹介されると，腎臓専門
医でも進行を遅らせることは困難で
す。専門医への紹介後，手を尽くして
も残念ながら透析導入に至ってしまう，
それがこれまでの山梨県における糖
尿病性腎症治療の流れだったと思い
ます」（温井氏）。
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　また，古屋氏は，過去に山梨県の
患者会を対象に行ったアンケート調査
において，「いつ透析導入の可能性を
認識したか」との質問に対し，「半年以
内」とする回答が半数を占めていたこ
とを指摘した。「もちろん，もっと早い段
階でかかりつけ医の先生から説明は
あったと思います。ただ，患者さんが
きちんと現実の問題として受け入れた
のが透析導入直前になってしまったと
いうことがあるかもしれません」と推察
する。「専門医とかかりつけ医の連携
による患者さんへの意識づけなどが足
りなかったのではないかと感じていま
す」（古屋氏）。

 行政とともにCKDの
 総合的な対策へ着手

　透析導入患者数が多い状況に医
療関係者が危機感を募らせるなか，
「CKDの総合的な対策を展開するた
めには，行政との連携と事業化が重
要なポイントとなることは明らかでした」
と原口氏は振り返る。

　医療関係者の危機感に呼応するよ
うに，行政も糖尿病性腎症やCKD対
策の重要性を認識し，動き出した。山
梨県は2013年に『健やか山梨21（第
2次）』を策定，「糖尿病性腎症による
年間新規透析導入患者数減少」を目
標のひとつとして明記した4）。また，
2015年には山梨県，山梨県医師会，
山梨県歯科医師会，山梨県薬剤師
会，山梨県栄養士会，山梨大学，腎
臓専門医，医療保険者，健診機関，
患者団体などで構成される『山梨県
慢性腎臓病（CKD）予防推進対策協
議会』が設立され，行政とともに地域
に根差したCKD対策を展開すること
が決定した。さらに，2018年には山梨
県医師会，山梨県糖尿病対策推進
会議，山梨県CKD予防推進対策協
議会，山梨県の四者で「山梨県糖尿
病性腎症重症化予防プログラム」を策
定，糖尿病およびCKDの重症化リス
クの高い医療機関未受診者や治療中
断者への受診勧奨を行うなど対策に
本腰を入れ始めた。

 CKD対策の具体的な取り組み

　2015年から始まったCKD対策の主
軸となるのが，かかりつけ医と腎臓専
門医による「山梨県CKD病診連携シ
ステム」である（12ページ参照）。連携
を促進するため，「CKD診療ガイド
2012」（日本腎臓学会 編）の紹介基準
をベースに，山梨県の現状を加味した
独自の紹介基準と紹介状のテンプレー
トを作成した。その特徴は，年齢層別
のeGFR値による紹介基準を設定した
ほか，蛋白尿による基準も検尿の場合
を2＋以上，糖尿病がある場合は程度
を問わず蛋白尿陽性とするなど，設定
項目に1つでも該当する場合は腎臓専
門医と連携・協力して診療することが
必要であることを明確にしたことであ
る。紹介基準を明らかにすることで，
腎臓専門医の受診が必要な患者をよ
り厳密に抽出できることが期待された。
　また，CKD対策を積極的に推進す
るかかりつけ医に対し，山梨県知事と
山梨県医師会長により認定証を授与
する「CKD病診連携医登録制度」も

移している6）。2019年には343人（同
149人）6）と揺り戻しもみられたが，か
かりつけ医と腎臓専門医の連携を強
化する対策を続ければ，着実に効果
が表れると原口氏はみる。病診連携
医は178名まで増加し，連携件数も年
間1,000件程度に上っている。
　「eGFRをきちんと測るようになると潜
在していた腎不全の患者さんが発見
されやすくなるなど透析導入者数が増
える要素もあります。そのため，まだ効
果は十分に表れていないかもしれませ
んが，かかりつけ医と腎臓専門医で協
力して，できるだけ多くの地域で
eGFRを測定し，できるだけ早く腎臓
専門医に紹介するようになれば，減少
の方向に進んでいくのは間違いないと
思います」と原口氏は強調する。
　一方で，多くの課題も浮かび上が
る。古屋氏が指摘するのは，腎臓専
門医に患者を紹介するかかりつけ医
の固定化である。紹介患者は確実に
増えているが，同じかかりつけ医から
の紹介が続き，紹介元に広がりがみら
れない点が懸念されるという。CKD
病診連携医登録制度の登録医は内
科医の約5割であることから，残る5
割の医師にどのように参加してもらうか
が課題だ。そのため古屋氏は，どのよ
うな情報が求められているかを患者ご
とに詳細に検討し，かかりつけ医への
丁寧な返書作成を心がけているとい
う。「“次にまた紹介したい”と思う先生
方が増えれば，腎臓専門医に紹介す
るメリットが広く知れ渡るはずです。そ
こから連携の裾野が広がっていくと期
待しています」（古屋氏）。
　また，温井氏は，紹介するタイミング
の問題を指摘する。「CKDの進展抑
制は，透析導入阻止だけでなく，心血
管イベントの発症抑制など生命予後に
も関わる大切な問題です。腎機能は
低下すると取り戻すことができません。
eGFRの低下速度を緩やかにできて
も，透析に至るまでの期間をほんの少
し延長することしかできないことも多い

のです。紹介基準に該当すれば様子
見の必要はないので，即座に躊躇なく
紹介していただければと思います。早
期に発見し，良質な治療を継続するこ
とが何よりも重要です」（温井氏）。
　この点について，古屋氏は，「おそら
く，症状がないので専門医を受診する
のをためらってしまう患者さんも多いの
ではないかと思います。一般的な啓
発活動やかかりつけ医の先生方への
連携の周知・浸透などは，行政の力
も借りながら行っていく必要があるので
はないかと考えます」とし，連携システ
ムの一層の普及・浸透の必要性を強
調した。

 山梨県CKD対策の今後の展望

　2015年から総合的なCKD対策を
展開して7年目に突入し，当初掲げた
目標達成に向け，着実に成果は得ら
れつつある。かつて医療関係者間で
対策の必要性が指摘されていたな
か，行政が県民全体の健康課題とし
て捉え，対策の事業化に踏み切った
ことは大きかったと考えられる。
　原口氏は今後の展望として，「国保
データベース（KDB）をもとに，行政が
地域ごとのクレアチニン値やアルブミン
値の測定率の推移を解析して公表す
れば，CKD対策推進に大きなインパク
トを与えるはずです」と期待する。「早
期の検査・発見・診断が重要ですが，
それを広く認識してもらうには，実際の
データを定期的に出して注意喚起して

いくことも必要です。つまり，取り組み
の実績に対する評価が重要です。そ
れを抜きに，新規透析導入患者数削
減だけを目指すのは難しい。アウトカム
だけでなくプロセスを評価し，病診連
携の状況を明らかにすることで，注目
する人も増えるはずです」（原口氏）。
　そして最後に，次のように締めくくっ
た。「山梨県全体にCKD病診連携が
浸透し，紹介基準のもとで専門医療に
つながる患者さんが増えれば，総合
的なCKD診療の水準は着実に向上
するでしょう。当院のモットーは“糖尿
病から腎症にしない，腎症を透析に進
めない，透析に入ってもいつまでも健
康に”ですが，まさにそのような診療が
山梨県全体で実現することを期待して
います。今後は，地域での啓発活動
を進め，目標を実現するために何が必
要なのか，地域のみなさんと相談しな
がら新たな方向性を見出したいと思い
ます」（原口氏）。

創設された。CKD病診連携医となる
要件は，CKD診療に関する講習会の
受講と2年ごとの資格更新で，県ホー
ムページで名簿が公開され，各種
CKD啓発イベント時にも名簿配布が
行われる。現在，山梨県下の内科医
の約5割が登録している。
　原口氏は，「紹介基準について，か
かりつけ医の先生からは，クリアカット
でわかりやすく，紹介すべきかについ
て悩まなくてすむ，専門医の受診をた
めらう患者さんに必要性と根拠を説明
しやすくなったなど一定の評価をいた
だいています」と話す。「診察室で患
者さんに紹介基準の数値を見せ，“あ
なたはここに該当しますから，一度専
門の先生に診てもらいましょう”と説明
するときなどにも紹介基準を活用しても
らえているようです」（原口氏）。

 病診連携を推進する
 再紹介基準の設定

　さらに，CKD病診連携システムにお
いて，かかりつけ医と腎臓専門医のより
円滑な連携を目指して導入されたのが
「再紹介チェックシート」である。患者が
どのような状態になれば専門医に再紹
介すべきか，身体所見や検査所見ごと
に指標となる数値を明記する。紹介基
準とは異なり，「再紹介チェックシート」
の基準は，患者の病態や生活環境な
どを考慮し，個別に設定される。実際
に患者を診療した腎臓専門医の判断
で記入するため，決まった基準はない。
　その点について原口氏は，「再紹介
いただくタイミングとして，基本的には
疾患進行にともない，追加治療が必
要になったときと考えています」と話
す。一般的にはCKDの重症度分類
のステージが変わるときが再紹介のタ
イミングと考えられるが，eGFRは患者
により低下速度が異なる。そのため，
ステージ境界にいながらも比較的状態
が安定していれば，再紹介基準となる
eGFRをやや低めに設定することもあ

ると原口氏は説明する。
　ただ，再紹介基準にかかわらず，
かかりつけ医が診ていて気になること
があれば気軽に再紹介してほしいと付
け加えた。「長く患者さんを診ているか
かりつけ医の先生は，われわれ腎臓
専門医の見落としに気づく場合もある
でしょう。あくまでひとつの目安として，
上手く再紹介基準を活用していただ
ければと思います」（原口氏）。

 CKD診療における
 療養指導の重要性

　CKDの進展抑制のためには，腎臓
専門医による高度専門医療の提供と
ともに，患者に対する疾患啓発や栄
養・生活面に関する療養指導も重要
となる。
　原口内科・腎クリニックでは，スタッ
フがいち早く腎臓病療養指導士の資
格を取得した。その理由について原
口氏は，「医師はみな多忙で，患者さ
んへの説明や指導に十分な時間を確
保できないことがあります。医師以外
で一定の専門知識のあるスタッフが患
者さんへの説明を補足し，療養指導
を行うことは，大きな意義があると思い
ます」と強調する。
　また，腎臓病療養指導士が患者の
意向や情報を把握して，医師にフィー
ドバックすることで，より患者背景に配
慮した治療提供にもつながると原口氏
は話す。同クリニックでは現在，看護
師3名が腎臓病療養指導士の資格を
有しており，CKDに関する幅広い知識
を活かし，患者さんに寄り添うかたちで
の療養指導を実践している。原口氏
は，その指導について「透析はそんな
に怖いものではない，食事療法も工夫
できる点があるなど，患者さんに近い
立場ならではのアプローチで，患者さ
んに安心して治療に向き合ってもらうこ
とを目指しているようです」と説明する。
　山梨県は1日食塩摂取量が全国1
位になったこともあるなど5），多くの患

者が塩分の過剰摂取傾向にあり，検
査数値も一定しないことが多い。「当
院の患者さんにも漬物が大好きで，“う
ちで漬けているから大丈夫”と言う方
がいます。また，農業従事者が多い
ため，農閑期になると体を動かさなく
なってHbA1cが上昇し，農繁期には
脱水で，腎機能が悪化する。それが
繰り返されることによって徐々に状態が
悪化するという方も多くいます。山梨
県には，互助制度から始まった“無尽
（むじん）”と呼ばれる習慣があり，いく
つもの無尽を掛け持ちして飲酒飲食を
楽しむ方もいます。そうした生活背景
や食習慣を把握し，患者さんの考え方
を尊重した提案や指導をするには，丁
寧な聞き取りや時間が必要です。診
察時間内で医師が行うのは，なかな
か難しいと思います」（原口氏）。
　ただ，一般的な内科を標榜するクリ
ニックでは，腎臓病療養指導士のよう
な特殊な資格取得の支援は難しいの
が現実である。仮に資格を取得して
も，看護師1人が療養指導に時間をと
られると，検査の多い診療科などでは
診療が回らないだろうと原口氏は推察
する。温井氏は「腎臓病療養指導士
を地域でどのように活用するかは，非
常に重要な課題だと思います。山梨
県でも今後，どのように展開していくか
について検討する必要があると考えて
います」と指摘した。

 CKD病診連携システムの成果と
 みえてきた課題

　山梨県でCKD対策事業を推進す
るなかで，県CKD予防推進対策協
議会としての当初の目標は，5年間で
新規透析導入患者の10％減少を目
指すことであった。2015年は原疾患
に記入があった新規透析導入患者数
296人（うち原疾患が糖尿病性腎症
144人）で，その後は，2016年277人
（同134人），2017年293人（同132
人），2018年269人（同112人）と 推

　山梨県は本州の中央部に位置し，
標高2,000～3,000m級の山々に囲ま
れた緑豊かな地に人口約80万人が居
住する2）。二次医療圏として4医療圏
が設定されるなか，県都甲府市を含む
中北医療圏に医療資源が集中する傾
向にあり，医療資源の偏在や医療提
供体制の脆弱性が課題となっている。
　CKD領域に目を向けると，腎臓専
門医は県全体で42名（2021年5月26
日現在）3）と，人口比で極端に少ない
状況ではないが，「地域偏在が問題で
す」と原口氏は指摘する。現に，山梨
大学医学部附属病院，山梨県立中
央病院などの基幹病院はいずれも中
北医療圏にあり，以前から腎臓専門
医をはじめ多くの医療資源が本医療
圏に集中する傾向にあった。一方，原

口氏によると，「人口減少と高齢化の進
んだ他の医療圏においては腎臓専門
医が不足しており，専門医不在の地
域もあります。山梨大学から医師が派
遣されるなどの対応で診療レベルの維
持に努めているのが実情です」という。

 糖尿病性腎症による
 新規透析患者数全国1位の背景

　高齢化社会を背景に生活習慣病を
原因としたCKD患者の増加が懸念さ
れるなか，山梨県では2010年度，糖
尿病性腎症による新規透析患者数が
全国1位となり1），その後も思うように
状況が改善されない状態が続いてい
た。その要因としては，腎症が進行し
ても腎臓専門医に紹介されず，至適

治療を受けられない患者が多数潜在
することが考えられた。
　温井氏は，「地域の糖尿病治療の
質は決して低くない」と前置きしつつ，
問題点として，CKDに対するかかりつ
け医の関心の低さを指摘した。“糖尿
病性腎症はコントロール不良で腎症が
進行するもの”と考え，透析が近くなっ
たら腎臓専門医へ紹介するのが一般
的と捉えているかかりつけ医も少なくな
いという。「透析間近まで腎機能が低
下した状態で紹介されると，腎臓専門
医でも進行を遅らせることは困難で
す。専門医への紹介後，手を尽くして
も残念ながら透析導入に至ってしまう，
それがこれまでの山梨県における糖
尿病性腎症治療の流れだったと思い
ます」（温井氏）。
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　また，古屋氏は，過去に山梨県の
患者会を対象に行ったアンケート調査
において，「いつ透析導入の可能性を
認識したか」との質問に対し，「半年以
内」とする回答が半数を占めていたこ
とを指摘した。「もちろん，もっと早い段
階でかかりつけ医の先生から説明は
あったと思います。ただ，患者さんが
きちんと現実の問題として受け入れた
のが透析導入直前になってしまったと
いうことがあるかもしれません」と推察
する。「専門医とかかりつけ医の連携
による患者さんへの意識づけなどが足
りなかったのではないかと感じていま
す」（古屋氏）。

 行政とともにCKDの
 総合的な対策へ着手

　透析導入患者数が多い状況に医
療関係者が危機感を募らせるなか，
「CKDの総合的な対策を展開するた
めには，行政との連携と事業化が重
要なポイントとなることは明らかでした」
と原口氏は振り返る。

　医療関係者の危機感に呼応するよ
うに，行政も糖尿病性腎症やCKD対
策の重要性を認識し，動き出した。山
梨県は2013年に『健やか山梨21（第
2次）』を策定，「糖尿病性腎症による
年間新規透析導入患者数減少」を目
標のひとつとして明記した4）。また，
2015年には山梨県，山梨県医師会，
山梨県歯科医師会，山梨県薬剤師
会，山梨県栄養士会，山梨大学，腎
臓専門医，医療保険者，健診機関，
患者団体などで構成される『山梨県
慢性腎臓病（CKD）予防推進対策協
議会』が設立され，行政とともに地域
に根差したCKD対策を展開すること
が決定した。さらに，2018年には山梨
県医師会，山梨県糖尿病対策推進
会議，山梨県CKD予防推進対策協
議会，山梨県の四者で「山梨県糖尿
病性腎症重症化予防プログラム」を策
定，糖尿病およびCKDの重症化リス
クの高い医療機関未受診者や治療中
断者への受診勧奨を行うなど対策に
本腰を入れ始めた。

 CKD対策の具体的な取り組み

　2015年から始まったCKD対策の主
軸となるのが，かかりつけ医と腎臓専
門医による「山梨県CKD病診連携シ
ステム」である（12ページ参照）。連携
を促進するため，「CKD診療ガイド
2012」（日本腎臓学会 編）の紹介基準
をベースに，山梨県の現状を加味した
独自の紹介基準と紹介状のテンプレー
トを作成した。その特徴は，年齢層別
のeGFR値による紹介基準を設定した
ほか，蛋白尿による基準も検尿の場合
を2＋以上，糖尿病がある場合は程度
を問わず蛋白尿陽性とするなど，設定
項目に1つでも該当する場合は腎臓専
門医と連携・協力して診療することが
必要であることを明確にしたことであ
る。紹介基準を明らかにすることで，
腎臓専門医の受診が必要な患者をよ
り厳密に抽出できることが期待された。
　また，CKD対策を積極的に推進す
るかかりつけ医に対し，山梨県知事と
山梨県医師会長により認定証を授与
する「CKD病診連携医登録制度」も

移している6）。2019年には343人（同
149人）6）と揺り戻しもみられたが，か
かりつけ医と腎臓専門医の連携を強
化する対策を続ければ，着実に効果
が表れると原口氏はみる。病診連携
医は178名まで増加し，連携件数も年
間1,000件程度に上っている。
　「eGFRをきちんと測るようになると潜
在していた腎不全の患者さんが発見
されやすくなるなど透析導入者数が増
える要素もあります。そのため，まだ効
果は十分に表れていないかもしれませ
んが，かかりつけ医と腎臓専門医で協
力して，できるだけ多くの地域で
eGFRを測定し，できるだけ早く腎臓
専門医に紹介するようになれば，減少
の方向に進んでいくのは間違いないと
思います」と原口氏は強調する。
　一方で，多くの課題も浮かび上が
る。古屋氏が指摘するのは，腎臓専
門医に患者を紹介するかかりつけ医
の固定化である。紹介患者は確実に
増えているが，同じかかりつけ医から
の紹介が続き，紹介元に広がりがみら
れない点が懸念されるという。CKD
病診連携医登録制度の登録医は内
科医の約5割であることから，残る5
割の医師にどのように参加してもらうか
が課題だ。そのため古屋氏は，どのよ
うな情報が求められているかを患者ご
とに詳細に検討し，かかりつけ医への
丁寧な返書作成を心がけているとい
う。「“次にまた紹介したい”と思う先生
方が増えれば，腎臓専門医に紹介す
るメリットが広く知れ渡るはずです。そ
こから連携の裾野が広がっていくと期
待しています」（古屋氏）。
　また，温井氏は，紹介するタイミング
の問題を指摘する。「CKDの進展抑
制は，透析導入阻止だけでなく，心血
管イベントの発症抑制など生命予後に
も関わる大切な問題です。腎機能は
低下すると取り戻すことができません。
eGFRの低下速度を緩やかにできて
も，透析に至るまでの期間をほんの少
し延長することしかできないことも多い

のです。紹介基準に該当すれば様子
見の必要はないので，即座に躊躇なく
紹介していただければと思います。早
期に発見し，良質な治療を継続するこ
とが何よりも重要です」（温井氏）。
　この点について，古屋氏は，「おそら
く，症状がないので専門医を受診する
のをためらってしまう患者さんも多いの
ではないかと思います。一般的な啓
発活動やかかりつけ医の先生方への
連携の周知・浸透などは，行政の力
も借りながら行っていく必要があるので
はないかと考えます」とし，連携システ
ムの一層の普及・浸透の必要性を強
調した。

 山梨県CKD対策の今後の展望

　2015年から総合的なCKD対策を
展開して7年目に突入し，当初掲げた
目標達成に向け，着実に成果は得ら
れつつある。かつて医療関係者間で
対策の必要性が指摘されていたな
か，行政が県民全体の健康課題とし
て捉え，対策の事業化に踏み切った
ことは大きかったと考えられる。
　原口氏は今後の展望として，「国保
データベース（KDB）をもとに，行政が
地域ごとのクレアチニン値やアルブミン
値の測定率の推移を解析して公表す
れば，CKD対策推進に大きなインパク
トを与えるはずです」と期待する。「早
期の検査・発見・診断が重要ですが，
それを広く認識してもらうには，実際の
データを定期的に出して注意喚起して

いくことも必要です。つまり，取り組み
の実績に対する評価が重要です。そ
れを抜きに，新規透析導入患者数削
減だけを目指すのは難しい。アウトカム
だけでなくプロセスを評価し，病診連
携の状況を明らかにすることで，注目
する人も増えるはずです」（原口氏）。
　そして最後に，次のように締めくくっ
た。「山梨県全体にCKD病診連携が
浸透し，紹介基準のもとで専門医療に
つながる患者さんが増えれば，総合
的なCKD診療の水準は着実に向上
するでしょう。当院のモットーは“糖尿
病から腎症にしない，腎症を透析に進
めない，透析に入ってもいつまでも健
康に”ですが，まさにそのような診療が
山梨県全体で実現することを期待して
います。今後は，地域での啓発活動
を進め，目標を実現するために何が必
要なのか，地域のみなさんと相談しな
がら新たな方向性を見出したいと思い
ます」（原口氏）。

創設された。CKD病診連携医となる
要件は，CKD診療に関する講習会の
受講と2年ごとの資格更新で，県ホー
ムページで名簿が公開され，各種
CKD啓発イベント時にも名簿配布が
行われる。現在，山梨県下の内科医
の約5割が登録している。
　原口氏は，「紹介基準について，か
かりつけ医の先生からは，クリアカット
でわかりやすく，紹介すべきかについ
て悩まなくてすむ，専門医の受診をた
めらう患者さんに必要性と根拠を説明
しやすくなったなど一定の評価をいた
だいています」と話す。「診察室で患
者さんに紹介基準の数値を見せ，“あ
なたはここに該当しますから，一度専
門の先生に診てもらいましょう”と説明
するときなどにも紹介基準を活用しても
らえているようです」（原口氏）。

 病診連携を推進する
 再紹介基準の設定

　さらに，CKD病診連携システムにお
いて，かかりつけ医と腎臓専門医のより
円滑な連携を目指して導入されたのが
「再紹介チェックシート」である。患者が
どのような状態になれば専門医に再紹
介すべきか，身体所見や検査所見ごと
に指標となる数値を明記する。紹介基
準とは異なり，「再紹介チェックシート」
の基準は，患者の病態や生活環境な
どを考慮し，個別に設定される。実際
に患者を診療した腎臓専門医の判断
で記入するため，決まった基準はない。
　その点について原口氏は，「再紹介
いただくタイミングとして，基本的には
疾患進行にともない，追加治療が必
要になったときと考えています」と話
す。一般的にはCKDの重症度分類
のステージが変わるときが再紹介のタ
イミングと考えられるが，eGFRは患者
により低下速度が異なる。そのため，
ステージ境界にいながらも比較的状態
が安定していれば，再紹介基準となる
eGFRをやや低めに設定することもあ

ると原口氏は説明する。
　ただ，再紹介基準にかかわらず，
かかりつけ医が診ていて気になること
があれば気軽に再紹介してほしいと付
け加えた。「長く患者さんを診ているか
かりつけ医の先生は，われわれ腎臓
専門医の見落としに気づく場合もある
でしょう。あくまでひとつの目安として，
上手く再紹介基準を活用していただ
ければと思います」（原口氏）。

 CKD診療における
 療養指導の重要性

　CKDの進展抑制のためには，腎臓
専門医による高度専門医療の提供と
ともに，患者に対する疾患啓発や栄
養・生活面に関する療養指導も重要
となる。
　原口内科・腎クリニックでは，スタッ
フがいち早く腎臓病療養指導士の資
格を取得した。その理由について原
口氏は，「医師はみな多忙で，患者さ
んへの説明や指導に十分な時間を確
保できないことがあります。医師以外
で一定の専門知識のあるスタッフが患
者さんへの説明を補足し，療養指導
を行うことは，大きな意義があると思い
ます」と強調する。
　また，腎臓病療養指導士が患者の
意向や情報を把握して，医師にフィー
ドバックすることで，より患者背景に配
慮した治療提供にもつながると原口氏
は話す。同クリニックでは現在，看護
師3名が腎臓病療養指導士の資格を
有しており，CKDに関する幅広い知識
を活かし，患者さんに寄り添うかたちで
の療養指導を実践している。原口氏
は，その指導について「透析はそんな
に怖いものではない，食事療法も工夫
できる点があるなど，患者さんに近い
立場ならではのアプローチで，患者さ
んに安心して治療に向き合ってもらうこ
とを目指しているようです」と説明する。
　山梨県は1日食塩摂取量が全国1
位になったこともあるなど5），多くの患

者が塩分の過剰摂取傾向にあり，検
査数値も一定しないことが多い。「当
院の患者さんにも漬物が大好きで，“う
ちで漬けているから大丈夫”と言う方
がいます。また，農業従事者が多い
ため，農閑期になると体を動かさなく
なってHbA1cが上昇し，農繁期には
脱水で，腎機能が悪化する。それが
繰り返されることによって徐々に状態が
悪化するという方も多くいます。山梨
県には，互助制度から始まった“無尽
（むじん）”と呼ばれる習慣があり，いく
つもの無尽を掛け持ちして飲酒飲食を
楽しむ方もいます。そうした生活背景
や食習慣を把握し，患者さんの考え方
を尊重した提案や指導をするには，丁
寧な聞き取りや時間が必要です。診
察時間内で医師が行うのは，なかな
か難しいと思います」（原口氏）。
　ただ，一般的な内科を標榜するクリ
ニックでは，腎臓病療養指導士のよう
な特殊な資格取得の支援は難しいの
が現実である。仮に資格を取得して
も，看護師1人が療養指導に時間をと
られると，検査の多い診療科などでは
診療が回らないだろうと原口氏は推察
する。温井氏は「腎臓病療養指導士
を地域でどのように活用するかは，非
常に重要な課題だと思います。山梨
県でも今後，どのように展開していくか
について検討する必要があると考えて
います」と指摘した。

 CKD病診連携システムの成果と
 みえてきた課題

　山梨県でCKD対策事業を推進す
るなかで，県CKD予防推進対策協
議会としての当初の目標は，5年間で
新規透析導入患者の10％減少を目
指すことであった。2015年は原疾患
に記入があった新規透析導入患者数
296人（うち原疾患が糖尿病性腎症
144人）で，その後は，2016年277人
（同134人），2017年293人（同132
人），2018年269人（同112人）と 推
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　山梨県は本州の中央部に位置し，
標高2,000～3,000m級の山々に囲ま
れた緑豊かな地に人口約80万人が居
住する2）。二次医療圏として4医療圏
が設定されるなか，県都甲府市を含む
中北医療圏に医療資源が集中する傾
向にあり，医療資源の偏在や医療提
供体制の脆弱性が課題となっている。
　CKD領域に目を向けると，腎臓専
門医は県全体で42名（2021年5月26
日現在）3）と，人口比で極端に少ない
状況ではないが，「地域偏在が問題で
す」と原口氏は指摘する。現に，山梨
大学医学部附属病院，山梨県立中
央病院などの基幹病院はいずれも中
北医療圏にあり，以前から腎臓専門
医をはじめ多くの医療資源が本医療
圏に集中する傾向にあった。一方，原

口氏によると，「人口減少と高齢化の進
んだ他の医療圏においては腎臓専門
医が不足しており，専門医不在の地
域もあります。山梨大学から医師が派
遣されるなどの対応で診療レベルの維
持に努めているのが実情です」という。

 糖尿病性腎症による
 新規透析患者数全国1位の背景

　高齢化社会を背景に生活習慣病を
原因としたCKD患者の増加が懸念さ
れるなか，山梨県では2010年度，糖
尿病性腎症による新規透析患者数が
全国1位となり1），その後も思うように
状況が改善されない状態が続いてい
た。その要因としては，腎症が進行し
ても腎臓専門医に紹介されず，至適

治療を受けられない患者が多数潜在
することが考えられた。
　温井氏は，「地域の糖尿病治療の
質は決して低くない」と前置きしつつ，
問題点として，CKDに対するかかりつ
け医の関心の低さを指摘した。“糖尿
病性腎症はコントロール不良で腎症が
進行するもの”と考え，透析が近くなっ
たら腎臓専門医へ紹介するのが一般
的と捉えているかかりつけ医も少なくな
いという。「透析間近まで腎機能が低
下した状態で紹介されると，腎臓専門
医でも進行を遅らせることは困難で
す。専門医への紹介後，手を尽くして
も残念ながら透析導入に至ってしまう，
それがこれまでの山梨県における糖
尿病性腎症治療の流れだったと思い
ます」（温井氏）。
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Answer

Question紹介した患者さんの多くはCKDステージの進行した
患者さんです。診療にあたり，腎臓専門医が
注意されている点を教えてください。

INTERFACE
腎臓専門医，かかりつけ医，腎臓病療養指導士，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。

原口先生の回答
腎臓専門医

佐藤先生からの質問
かかりつけ医

　紹介患者さんは，紹介元の先生へお返しする前提
で，原則として日本腎臓学会のガイドラインに則った
診療を進めることが重要と考えています。ある程度基
準が一定になっていないと，紹介先によって診療内
容や対応が異なることとなり，かかりつけ医の先生の
混乱を招くこともあると思います。
　かかりつけ医の先生は，腎機能が低下して腎臓専
門医に診てもらうべきと判断した患者さんを紹介して
いるので，その後専門医の元から戻ってきた患者さん
を診療することへの不安は大きいのではないかと思い
ます。そのため，患者さんをお返しするときにはできる
だけ細かく返書を書くなどして，安心して診ていただけ
るよう努めています。
　また，腎臓専門医として診療する際に，患者さんに
対しても気をつけていることがあります。患者さんのな
かには，紹介された時点ですでに透析導入が近いと
予想される方や腎機能低下の進行速度からみて回
復は難しいと感じる方もいます。そのような患者さんと
お話しするときには，「烙印を押された」と受けとめられ
ないように配慮しています。
　世間では「生活習慣の乱れから糖尿病になり，それ
を放置したから透析寸前の状態に至った」という見方
をされることがありますが，実際にはそうではない患者さ

んがたくさんいらっしゃいます。糖尿病以外の疾患で
腎機能が低下した方も，治療を受けたくても仕事や家
庭の事情で十分な治療が受けられなかった方もいま
す。患者さん自身がセルフスティグマをもたないように
することもわれわれ腎臓専門医の務めと考えています。
　また，一般的に「透析は苦しい，大変」というイメー
ジがあるかと思います。そのようなネガティブな面を強
調しすぎると，患者さんもマイナス面にばかり目がいっ
てしまい，実際に透析導入をされた後にポジティブな
透析生活を送ることができません。恐怖でしばりつけ
て治療に向かわせるということは，あってはならないこ
とです。それは，患者さんの生活の質や人生を害する
ことになります。腎臓の状態を十分に説明し，腎機
能低下について患者さんが客観的に理解できるよう
情報提供を行い，そのうえでご自身の生活を見つめ
直してもらうことを重視しています。
　特にステージが進行した患者さんの場合には，治
療に対するモチベーションを維持できるような伝え方
の工夫が求められます。医療関係者はスティグマを
跳ね返すため，患者さんと一緒に努力する側に立つ
ことが必要です。そうした考え方を是非，地域の先生
方にも共有していただき，協力して診療していければ
と思います。

患者さんの生活の質や人生を
害することがないよう，患者さんには腎臓の状態を十分に
説明し，一緒に努力する側に立つことを心がけています。
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Answer

Questionかかりつけ医・病診連携医の先生方が
CKD病診連携において，
改善を希望される点を教えてください。

佐藤先生の回答
かかりつけ医

原口和貴
Haraguchi Kazutaka

腎臓専門医の
立場から

「できるだけ早めの紹介」を
実現するために，さらに紹介のハードルを下げる工夫を
してもらえると紹介しやすくなると考えます。
　われわれかかりつけ医にとって，腎機能の問題は非
常に重要です。私の専門である循環器領域では利尿
剤や造影剤を使用することもあるため，腎機能が低下
してきた患者さんに対して慎重な対応を求められる場面
も多々あります。そのため，腎臓専門医への紹介基準
が示されたCKD病診連携システムは，大変有用なシス
テムです。
　紹介基準は項目が細かく設定されており，クリアカッ
トでわかりやすく，かかりつけ医があまり悩まなくてすむ基
準といえます。紹介基準の表を患者さんに見せて「あな
たはここに該当しますから，一度専門の先生に診てもら
いましょう」と説明すると，患者さんにも理解してもらいや
すい印象です。
　ただ，少し気になるのは，紹介基準の「ご紹介いただ
く際のお願い」という5つの項目（12ページ参照）のう
ち，「健診で指摘されたeGFRの異常はご紹介いただく
前に再検査をお願いします」「可能な限り血清クレアチ
ニン（Cr）値の経時的推移をお知らせください」などの記
載がある点です。山梨県では特定健康診査（特定健
診）の項目にeGFRが採用されていますので，当院に
通院中の患者さんからも「特定健診を受けて腎臓が悪
いと指摘された」と言われることがあります。そこで特定
健診結果を確認し，紹介基準に該当しそうな場合は
eGFRの再検査をしていますが，紹介基準に該当しな

いギリギリの数値の方がいることがあります。そのような
場合は，しばらく経過観察すべきか判断に迷うこともあ
りますが，検査を重ねて基準に該当した場合には患者
さんを紹介している状況です。
　当院は電子カルテを使用しているためeGFRの推移
などを把握することは難しくないのですが，かかりつけ医
全体として考えると，そうした数値の記録などがちょっとし
たハードルとなって紹介に踏み切れていないケースもある
と推察します。あくまでも「お願い」ということなので，迷う
場合も含めて早めに紹介してよいと捉えていますが，す
べてのかかりつけ医が同じ認識であるかはわかりません。
　また，患者さんの多くは紹介基準の表を見て腎臓専門
医を受診することを納得してくれますが，働き盛りの患者
さんは多忙で，仕事を休んでまで受診することには消極
的な姿勢の方もいらっしゃいます。そうしたことで紹介の
タイミングが遅れる場合もありますので，腎臓専門医とか
かりつけ医が連携に取り組むことに加え，行政の力も借
りて，患者さんがCKD病診連携の意義やメリットを理解
できるような啓発を行うことも必要ではないかと考えます。
　連携によってたくさんの恩恵を受けることができます
ので，施設間での紹介事務のハードルを下げる，その
後の診療に活かせる情報をできるだけ共有するなどの
配慮をしていただけると，かかりつけ医としては大変心
強いと思います。

医療法人社団 和水会
原口内科・腎クリニック 
理事長・院長

佐藤健司
Sato Takeshi

かかりつけ医の
立場から

こうふサザンクリニック
院長

原口先生からの質問
腎臓専門医
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Answer

Question

INTERFACE
温井先生からの質問
腎臓専門医

　CKD診療の水準をより向上させるためには，医師だ
けでなく，多職種が互いに協力しながら各領域の知識と
経験を活かした療養指導を行うことが求められていると
思います。当院の看護師は，幅広い知識や技術をもと
にCKD患者さんに寄り添う療養指導を行うことを目指
し，山梨県下でもいち早く腎臓病療養指導士資格を取
得しました。
　外来では，保存期CKD患者さんに対し，一人ひとり
の生活の質や生命予後の向上を目的として，CKD進展
抑制と合併症予防のための包括的な療養指導を行って
います。特に初診の患者さんに対しては，医師の診察
前に十分な時間を確保したうえで既往歴や生活状況に
ついてお聞きし，何か問題が潜んでいないかを確認する
ようにしています。気になる点や問題点があればその情
報を医師と共有して，診察時にも確認していただきます。
　療養指導においては，患者さんと検査データを見なが
ら，前回から数値の変動があれば，生活上のイベントや
ストレスの有無などについてお聞きします。その情報をも
とに，次回受診時までに気をつけてほしいことを伝え，患
者さんの疑問を解消することに役立てています。また，
そうした情報は医師や管理栄養士とも共有し，多職種
による包括的なサポートの実践を心がけています。
　糖尿病性腎症の患者さんへの療養指導は，一筋縄で
はいかないことも多々あります。末期腎不全の状態で当

院へ紹介された患者さんのなかには，「もう一直線で透析
か」「どうにでもなれ」など投げやりな言動がみられる方も少
なくありません。まずは患者さんがご自身の気持ちを整え，
病気と向き合えるようサポートすることを目指しています。
　印象に残っている患者さんとして，親御さんが透析を
受けていた経験から，自身の透析導入に対して非常に
ネガティブな姿勢の女性がいらっしゃいました。その患者
さんは，来院のたびに「透析をせずに死んでもよい。とに
かく身体の具合が悪いのだけを何とかしてほしい」と言っ
ていました。そこで，「いまの苦痛にだけ目を向けるのでは
なく，将来にも目を向けてほしい。透析をすることによっ
て実現できることもたくさんある」といった話を続けたとこ
ろ，時間はかかりましたが徐々に関係性を築くことがで
き，患者さんが主体的に治療に取り組むようになりまし
た。その後，透析導入することになりましたが，お子さん
の成長を見届け，お孫さんの誕生を目にすることができ
ました。最終的には別の病気で亡くなられましたが，生
前に「透析をしてよかった」とお話しされ，私たちも患者さ
んをサポートできて本当によかったと感じました。
　当院はクリニックとして，限られた医師数で多くの患者
さんを診療しています。医師以外のスタッフがCKDに関
する知識を広く習得し療養指導を行うことで，すべての
患者さんに少しでも良質な医療を提供できればと思って
います。

飯野さんの回答
腎臓病療養指導士

CKD診療における腎臓病療養指導士としての
役割や仕事内容について教えてください。

患者さんからじっくり話を聞いたうえで
医師や他のスタッフと情報を共有し，それぞれの
CKD患者さんに最適な療養指導を目指しています。
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Answer

Question飯野さんからの質問
腎臓病療養指導士

　厚生労働省は，2028年までに新規透析導入患者
数を年間3万5000人以下に減少させるという数値目
標を掲げており1），地域の医療提供体制を整備するとと
もに，人材育成についてはCKDに関する基本的知識
を有する腎臓病療養指導士の育成を推奨しています。
　山梨県でもCKD対策のもと，新規透析導入患者
数の削減を目指しており，腎臓病療養指導士にはさま
ざまな役割が期待されていると思います。その役割は，
地域のどのような施設に所属するかで変わってくると思
います。透析ベッドがあり腎臓病を専門に診療するクリ
ニックと，非専門のかかりつけ医の施設とでは，同じ腎
臓病療養指導士でも，おのずと役割が異なってくるの
ではないでしょうか。
　全国的にみれば，腎臓専門医が不在あるいは不足
する地域があるなかで，かかりつけ医の先生の専門分
野によっては，食事指導や生活指導，透析や腎移植
などの腎代替療法の説明については，時間的な制約
もあり対応が難しいのが現状だと思います。非専門の
かかりつけ医の施設においては，腎臓病療養指導士
が，CKDに関する幅広い知識をもとに医師の診療を
フォローすることは非常に重要です。
　たとえば，腎臓専門医への紹介基準について，非
専門のかかりつけ医の先生が詳細を把握できていない
場合も当然あります。そうした場合に，腎臓病療養指

導士が検査項目などをチェックし，患者さんを腎臓専門
医へ紹介する必要性についてフォローできれば，地域
の病診連携推進に大いに役立つと考えます。一方，
専門医のいる施設の腎臓病療養指導士は，チームの
なかで情報を共有するための役割や，患者さんへの時
間をかけた療養指導，情報提供などが期待されている
と思います。
　また，腎臓病療養指導士の所属先としては，医療
機関に限らず，行政，薬局，栄養ケア・ステーションな
ども想定され，それぞれに期待される役割がありそうで
す。当院では，処方箋にeGFRが記載されていますの
で，調剤薬局に薬剤師として勤める腎臓病療養指導
士には，腎機能が低下した患者さんに関する処方内
容の確認など，その職種ならではの専門性を活かした
役割を担うことも期待されます。
　CKDとその療養指導に関する標準的かつ幅広い知
識を有する人材として，腎臓病療養指導士に期待され
る役割は大きいと考えます。山梨県でも，今後，CKD
対策においてさらに腎臓病療養指導士を活用する方
策について，検討していきたいと考えています。

1） 厚生労働省 腎疾患対策検討会. 腎疾患対策検討会報告書～腎疾患対策の
更なる推進を目指して～ . 2018. （https://www.mhlw.go.jp/content/ 
10901000/000332759.pdf）

引用文献

温井郁夫
Nukui Ikuo

腎臓専門医の
立場から

腎臓病療養指導士に期待される役割や
今後の活動に関して，アドバイスをお願いします。

温井先生の回答
腎臓専門医

地方独立行政法人
山梨県立病院機構
山梨県立中央病院
腎臓内科 部長

飯野美代
Iino Miyo

腎臓病療養指導士の
立場から

医療法人社団 和水会
原口内科・腎クリニック
看護部長

CKDの進展抑制と合併症予防を
目指すうえで，包括的な療養指導を行える
人材として期待しています。
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INTERFACE
行村さんからの質問
行 政

古屋先生の回答
腎臓専門医

透析導入患者数減少のために
今後どのような対策が必要か，
行政に期待する点をお聞かせください。

CKDに関する一般啓発と，
CKD病診連携システムのさらなる広がりの実現に向け，
行政の力に期待しています。
　地域でかかりつけ医の先生のお話を伺うと，数値的
には紹介基準に該当するものの，症状を自覚していな
い患者さんからみると腎臓専門医を受診する動機づけ
に乏しく，納得してもらえないケースもあると聞きます。
患者さんの立場に立ってみると自覚症状に乏しいなか
で専門医療を受けることへの意義を見出しにくい面も
確かにあると思いますし，われわれ腎臓専門医へ患者
さんを紹介するかかりつけ医の先生方のご苦労は大変
なものだと思います。
　そこで，私からは行政にお願いしたいことが2つあり
ます。
　1つめは，山梨県民へのCKDに関する啓発活動の
推進です。腎臓疾患は他臓器の疾患に比べて県民の
認知度が低く，CKDという名称についても具体的な知
識をもって理解している人は少ないと思います。
　腎臓という臓器がどのようなはたらきをしているのかを
はじめ，腎機能は低下する可能性があるということ，腎
機能が低下した場合は，透析になるだけでなくさまざま
な合併症を併発するリスクが高くなり，特に心血管疾
患を併発すると生命予後も悪くなる危険性があることな
どを広く啓発してほしいと思います。われわれ医療関係
者も日々の診療において丁寧な説明を心がけています
が，受診していない方へのアプローチは難しく，広く啓

発を行うという点では，行政によるアナウンスは効果が
大きいはずです。紹介基準に該当する人をターゲットと
するハイリスクアプローチに加え，広く県民に啓発する
ポピュレーションアプローチを是非，展開していただき
たいと思います。
　2つめは，CKD病診連携システムがスタートして約
6年が経過し，腎臓専門医の立場から感じるのは，患
者さんを紹介してくださる先生が固定化していることで
す。一度連携システムを利用したかかりつけ医の先生
からは，その後も続けて患者さんが紹介されてきます。
そうした先生方との関係が深まっていくのは望ましいの
ですが，それが一部の先生にとどまっているのが現状で
す。地域には，腎機能が低下しても腎臓専門医の診
療につながることなく治療を続けている患者さんがまだ
数多く潜在していると考えられます。
　本連携システムは，かかりつけ医の先生と専門の医
療機関とをつなぐということが最も重要な骨格です。行
政の立場から医療関係者とはまた違った角度で介入
し，地域の医療機関への連携システムの普及・浸透
にご協力いただけることを期待しています。
　1人でも多くの患者さんを専門医療につなげることが
できるよう，これからも地域の関係者みんなで協力して
いければと考えています。
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古屋先生からの質問
腎臓専門医

山梨大学医学部
内科学講座
腎臓内科学教室 准教授

古屋文彦
Furuya Fumihiko

腎臓専門医の
立場から

行村さんの回答
行 政

行政担当者としてのCKD対策の
やりがいや取り組みの課題，
今後の展望について教えてください。

健康や腎臓病に無関心な層や
ハイリスク者，治療中断者へのアプローチを考え，
CKD病診連携システムにつなげることを目指します。

山梨県 福祉保健部
健康増進課 課長

行村真生
Yukimura Masaki

行政の
立場から

1） 山梨県ホームページ.（https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/ckd.html）
2） 山梨県. 慢性腎臓病（CKD）対策における状況調査（2015～2021年）.

引用文献

　山梨県の透析患者数は全国平均並みですが，糖尿病
性腎症による新規透析導入数は，17.3と全国１位となり
ました（2010年度都道府県別：人口10万対）1）。そこ
で，2015年度に慢性腎臓病（CKD）予防推進対策協
議会を発足し，関係機関と病診連携システムの構築と具
体的な運用について，協議を進めてきました。
　都道府県は，国のようにグランドデザインを描くのでは
なく，市町村のように目の前の住民を支えるのでもなく，そ
のあいだにいます。誰かのあいだをつなぐ，何かのあいだ
で付加価値を高める，これが都道府県における保健行政
のあり方であり，われわれのやりがいと考えています。
　一方，難しいのは，健康や腎臓病に無関心な層への
アプローチです。大切なものは失ってはじめて気づくとい
いますが，健康な方や症状のない方に，健康に興味をも
て，自由を制約しろ，といっても難しいのは当然のことで
す。イベントや広報物を通じて，腎臓病の早期発見と治
療の重要性を啓発していますが，ほとんどの方が「CKD」
という言葉すら知らないなかで，なかなか顕在的に効果が
表れるものでもありません。試行錯誤しながら，地道に継
続していくことが重要と考えています。
　CKDは自覚症状による早期発見が困難であり，健診
を受けていただくことが何より重要です。尿検査の結果と
血清クレアチニンをもとに算出できるeGFRの検査は，特
定健康診査（特定健診）の必須項目ではありませんが，

簡易でありながら，CKDの早期発見につながるものであ
るため，山梨県ではすべての市町村が特定健診で実施し
ています。しかし，せっかく特定健診やその後の特定保健
指導で「再検査」や「要精密検査」と判定されたのに，そ
のまま放置している方も少なくありません。このような方が
確実に受診につながるような環境を整えることも必要にな
ります。また，「治療中断」にならない対策も必要です。特
に働き盛り世代は，病状が落ち着いていると，受診より
仕事が優先されてしまいます。治療中断された方のフォ
ローについて，開業医の先生方に保険者や雇用主と連
携してサポートしていただけるとありがたいです。
　「病診連携医」の認定数は178人まで増加し，連携件
数は年間1,000件程度，新規透析導入患者数は2015
年から2018年までの3年間で4.76％減少2）と，結果に
も結びついたところですが，最近は，新規透析導入患者
数の減少は難しい状況にあります。今後は，この要因を
関係者で検証するとともに，働く世代に対するアプローチ
方法を考えていきたいと思います。そして，システムを見
直し，強化しながら，新規透析導入患者数を2015年度
からの10年で10％の減少を目標に，取り組みを進めて
いきます。
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原口和貴 医療法人社団 和水会 原口内科・腎クリニック 理事長・院長

山梨県CKD病診連携システム

クリニカルパス・その他ツール

山梨県CKD病診連携システムの「紹介基準」と
「再紹介チェックシート」をご紹介します。

図1
山梨県CKD病診連携
システム「紹介基準」

　山梨県のCKD対策の取り組みの主軸となるのがCKD
病診連携システムです。腎臓専門医とかかりつけ医との病
診連携を推進することで，腎機能が低下した患者さんを早
期に腎臓専門医療につなげることを目指しています。
　そのための具体的なツールとして作成したのが，山梨県
独自の紹介基準です（図1）。「CKD診療ガイド2012」（日
本腎臓学会 編）の紹介基準を参考に，高齢化指数や糖尿
病性腎症による透析導入患者数といった山梨県の現状を
加味して作成しています。年齢層別にeGFR値による紹
介基準を細かく設定し，蛋白尿による基準も検尿の場合を

2＋以上，糖尿病がある場合は程度を問わず蛋白尿陽性と
するなど明確にしたことが特徴で，腎臓専門医の受診が必
要な患者さんをより厳密に抽出できると期待しています。
　こうしたツールの普及により，多くのかかりつけ医の先
生から腎臓専門医へ定期的に患者さんが紹介されるよう
になり，クレアチニンやeGFRに対する関心も確実に上昇
していると実感しています。
　また，山梨県のCKD病診連携システムにおいて，かか
りつけ医と腎臓専門医のより円滑な連携を目指して作成し
たのが「再紹介チェックシート」です（図2）。

　本県のCKD病診連携システムは，先行例である熊本市
のシステムを参考にしています。熊本市においては，再紹
介基準の策定および病診連携のための連絡シート作成の要
望がかかりつけ医から寄せられ，再紹介チェックシートが考
案されたという経緯があると聞きました。そこで，本県にお
いても，事業開始時から再紹介チェックシートを導入し，か
かりつけ医の先生方から高く評価していただいています。
　患者さんがどのような状態になれば専門医に再紹介すべ
きか，身体所見や検査所見ごとに判断の指標となる数値を
明記するものですが，紹介基準とは異なり決まった基準は

なく，腎臓専門医が各自の判断で記入しています。その
ため，CKDステージ境界で比較的状態が安定しているよ
うな場合には，再紹介基準となるeGFR をやや低めに設
定するなど，それぞれの患者さんの病態や生活環境に合
わせた内容となるのが特徴です。
　ただ，かかりつけ医の先生が診て気になることがあれ
ば，気軽に再紹介してほしいと思います。患者さんが受
診するときの定期的なチェックのため，ひとつの目安とし
て活用してもらえることを期待しています。

Haraguchi Kazutaka

行村真生 山梨県 福祉保健部 健康増進課 課長
Yukimura Masaki

eGFR値による紹介基準

ご紹介いただく際のお願い

40歳未満の患者さん
60mL/分 /1.73㎡未満

40歳以上70歳未満の患者さん
50mL/分 /1.73㎡未満

70歳以上の患者さん
40mL/分 /1.73㎡未満

3ヶ月以内に
30％以上のeGFRの低下

蛋白尿による紹介基準

検尿の場合
蛋白尿 2+以上

尿蛋白/尿クレアチニン比
0.5g/gCr以上（随時尿）

蛋白尿と血尿
ともに陽性（1+以上）

糖尿病がある場合
程度は問わず蛋白尿が陽性

1 2

患者さんの検査値が、上記の または の項目に1つでも該当する場合は腎臓病診療施設と連携して診療する。1 2

健診で指摘されたeGFRの異常はご紹介いただく前に再検査をお願いします。
（絶飲食下では脱水によりeGFRが低めに出ますので，自由飲水・摂食下でご再検ください。）
蛋白尿の異常は可能な限り尿蛋白/尿クレアチニン比を定量してご紹介ください。
可能な限り血清クレアチニン（Cr）値の経時的推移をお知らせください。
診療情報提供書に必ず今後のフォロー先（紹介元・専門医・どちらでもよい）を明記してください。
必ず現在の処方内容と半年以内の処方変更歴や臨時処方をお知らせください。
（患者さんに過去半年分のお薬手帳を持参させていただいても結構です。）

山梨CKD医療連携協議会 2015年3月10日作成

かかりつけ医 腎臓病診療施設
裏面の名簿を
ご参照ください

かかりつけ医 腎臓病診療施設
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クリニカルパス・その他ツール

図2 山梨県CKD対策推進「再紹介チェックシート」

　山梨県のCKD対策の取り組みの主軸となるのがCKD
病診連携システムです。腎臓専門医とかかりつけ医との病
診連携を推進することで，腎機能が低下した患者さんを早
期に腎臓専門医療につなげることを目指しています。
　そのための具体的なツールとして作成したのが，山梨県
独自の紹介基準です（図1）。「CKD診療ガイド2012」（日
本腎臓学会 編）の紹介基準を参考に，高齢化指数や糖尿
病性腎症による透析導入患者数といった山梨県の現状を
加味して作成しています。年齢層別にeGFR値による紹
介基準を細かく設定し，蛋白尿による基準も検尿の場合を

2＋以上，糖尿病がある場合は程度を問わず蛋白尿陽性と
するなど明確にしたことが特徴で，腎臓専門医の受診が必
要な患者さんをより厳密に抽出できると期待しています。
　こうしたツールの普及により，多くのかかりつけ医の先
生から腎臓専門医へ定期的に患者さんが紹介されるよう
になり，クレアチニンやeGFRに対する関心も確実に上昇
していると実感しています。
　また，山梨県のCKD病診連携システムにおいて，かか
りつけ医と腎臓専門医のより円滑な連携を目指して作成し
たのが「再紹介チェックシート」です（図2）。

　本県のCKD病診連携システムは，先行例である熊本市
のシステムを参考にしています。熊本市においては，再紹
介基準の策定および病診連携のための連絡シート作成の要
望がかかりつけ医から寄せられ，再紹介チェックシートが考
案されたという経緯があると聞きました。そこで，本県にお
いても，事業開始時から再紹介チェックシートを導入し，か
かりつけ医の先生方から高く評価していただいています。
　患者さんがどのような状態になれば専門医に再紹介すべ
きか，身体所見や検査所見ごとに判断の指標となる数値を
明記するものですが，紹介基準とは異なり決まった基準は

なく，腎臓専門医が各自の判断で記入しています。その
ため，CKDステージ境界で比較的状態が安定しているよ
うな場合には，再紹介基準となるeGFR をやや低めに設
定するなど，それぞれの患者さんの病態や生活環境に合
わせた内容となるのが特徴です。
　ただ，かかりつけ医の先生が診て気になることがあれ
ば，気軽に再紹介してほしいと思います。患者さんが受
診するときの定期的なチェックのため，ひとつの目安とし
て活用してもらえることを期待しています。

山梨県CKD対策推進 「再紹介チェックシート」 

患者名: 様 生年月日: 年　　　月　 　日 （　　　 歳） 男 ・　女

病院名: 医師名:連携腎臓専門医

チェック項目

血  圧 mmHg
左記の値より頻回に30mmHg
以上上昇した場合

2 kg/月以上急激に増加した
場合

浮腫が増悪した場合

mg/dL

g/dL

g/gCr

mL/分
/1.73m2

体  重

浮  腫

心不全症状

血清クレアチニン値

eGFR

血清カリウム値

ヘモグロビン値

尿蛋白/尿クレアチニン比

次回再診日 年 　　月 　　日 　午前 ・ 午後 　　時 　　分から ・ 上記再紹介指針のいずれかを満たすとき

呼吸困難・心不全症状の出現

左記の値より高くなった場合

左記の値より低くなった場合

5.5 mEq/L以上に上昇した場合

左記の値より低くなった場合

左記の値より多くなった場合

身
体
所
見

検
査
所
見

再紹介の判断指針

改訂3版（2018年10月）

患者様受診時の定期的なチェックにご使用ください。
下記再紹介指針はあくまで目安です。 先生方のご判断で再紹介をご検討ください。
ご紹介いただく際は診療情報提供書と検査データの時系列等を添付してください。

□  本患者には栄養指導は不要と判断します。
□  当院で栄養指導済です。
□  貴院で栄養指導をご検討下さい。

＜栄養指導＞

項目
総エネルギー

たんぱく質

塩分

カリウム

kcal

g

g

mg

指導内容

糖尿病専門医との連携

□　 糖尿病専門医へ紹介することを推奨します

HbA1c

血糖値（食後　時間）

%

mg/dL

※外来での栄養指導は、山梨県栄養士会から管理栄
　養士を派遣していただく方法もあります。
　ご希望の場合は、山梨県栄養士会にご相談下さい。
　山梨県栄養士会：055（222）8593
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　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

〒579 -8026 大阪府東大阪市弥生町18 -28 http://www.ishikiriseiki.or.jp

　石切生喜病院は，東大阪市の枚岡地区を拠点に主に急性
期医療を担う一般病院として1982年に開業した。病床数
159床，透析ベッド数30床，診療科目8科でスタートした
後，地域医療の充実と高度医療の融合を目指し増床・増科を
推進。創立20周年を迎えた2002年には透析ベッド数を
100床に増床し，「人工透析センター」として組織化した。ま
た，2015年に腎臓内科を新設，2020年に「人工透析セン
ター」を「血液浄化センター」に名称変更し，現在は病床数
331床，標榜科目27科で地域医療を支える。新体制を整
え，より充実した腎臓病医療の提供を目指す副院長・血液浄
化センター長の今西政仁先生と，腎臓内科部長の立石悠先
生に，取り組みの現状と今後の展望についてお話を伺った。

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信

医療法人藤井会 石切生喜病院

　1978年大阪市立大学医学部卒業，1982年同
大学大学院医学研究科（薬理学）修了（医学博士取
得）。1982年香川医科大学（現 香川 大学医学部）
薬理学講座助手，1983年大阪赤十字病院内科，
1986年国立循環器病研究センター内科（腎・高
血圧部門），1993年大阪市立総合医療センター
（副部長→部長→医務監：腎センター・臨床研究セ
ンター・総合診療科部長兼務），2014年清恵会病
院副院長・腎センター長，2017年石切生喜病院
副院長・血液浄化センター長，現在に至る。日本内
科学会認定内科医，日本腎臓学会・日本透析医学
会・日本高血圧学会認定専門医・指導医，日本循
環器学会認定専門医，日本医師会認定産業医。

今西政仁
Imanishi Masahito

副院長・血液浄化センター長/腎臓内科

　2004年東北大学医学部卒業。洛和会
音羽病院（京都市）での初期研修後，田附
興風会医学研究所北野病院（大阪市）で
腎臓内科医として5年間の研修に取り組
む。2011年大阪市立大学大学院 医学
研究科 腎臓病態内科学入局。2015年
修了（医学博士）。同年4月大野記念病院
腎臓内科，2016年4月石切生喜病院腎
臓内科。2019年4月，同 部長。現在に
至る。日本内科学会認定内科医・内科指
導医，日本腎臓学会専門医，日本透析医
学会専門医，ICD（インフェクションコント
ロールドクター・日本感染症学会）。

立石悠
Tateishi Yu

腎臓内科部長

めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。

より充実した腎臓病医療の実現を目指す新たな幕開け
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確定診断が必要な患者さんには，積極的かつ安全に腎生検を
実施する．病理組織画像を確認する立石先生．

　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信
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めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。
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　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信

めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。
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　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信
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めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。
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明るくて清潔な透析室．血液透析患者数は，現在，外来透析210例，入院透析20～30例で推移している．新型コロ
ナウイルス感染症の流行下で透析室独自の感染管理マニュアルを作成し，総力をあげて感染症対策に取り組んでいる．

　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信

めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。

以下の紹介基準いずれかに当てはまる場合

基準①②③④，
クレアチニン高値など

精査・腎生検
初期治療方針決定

①蛋白尿（+）または0.5g/gCr＊以上
②蛋白尿（±）かつ血尿が陽性
③蛋白尿（±）かつGFR＜60mL/分/1.73㎡
④GFR＊＊＜45mL/分/1.73㎡

上記以外でも，新たに血尿が検出された場合，比較的短期間に腎機能が悪化傾向を示
した場合（1～2ヵ月以内に30％あるいはそれ以上）などについても，ご紹介ください。
また，原疾患に糖尿病がある場合には，さらに糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を
考慮してください。
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図1 CKD連携の紹介基準

≪CKD診療ガイドライン2018に準じて作成≫
制作：大阪府内科医会　監修：大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDⅠ）

定期受診
併診

受診

＊尿蛋白クレアチニン比　＊＊年齢を考慮し，40歳未満はGFR60未満
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1） 大阪府内科医会ホームページ. CKD連携紹介基準. （https://opa.japha.jp/ 
2018/08/ckdckd2018.html）
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　 腎臓内科新設・本格稼働から約5年
　 ～経緯と現状

─腎臓内科が新設された経緯について教えてください。
今西　当院の腎臓内科は，2015年11月に新設されま
した。最初は，立石先生の前任者が常勤医として医師1
名体制で準備を進めていましたが，立石先生が当院に赴
任した2016年4月から腎臓内科診療が本格的にス
タートしました。そのとき，私は20年あまり在籍してい
た大阪市立総合医療センターを定年退職後，大阪府堺市
にある清恵会病院に勤務していましたが，ご縁があって，
2017年から当院の腎臓内科メンバーに加わりました。
立石　私は医学生時代から全身を診ることができる医師
になりたいという思いがあり，研修先もそうした分野に強
い洛和会音羽病院を選びました。研修でいろいろな患者
さんを診て学ぶうちに，腎機能が低下した患者さんは薬
物治療などの調整のため腎臓内科に紹介となるケースが
多いことを知り，腎臓内科医になれば全身を診ることがで
きると感じたのが，腎臓内科医を目指したきっかけです。
　そこで，田附興風会医学研究所北野病院において，当
時の部長の武曾惠理先生のもとで腎臓内科医として腎
炎，腎病理診断を中心に保存期腎不全，血液・腹膜透析，
急性血液浄化，アフェレシスなど幅広く研鑽を積ませて
いただきました。大阪市立大学に入局後は，腎線維化と
免疫細胞の低酸素誘導因子（HIF）に関する基礎研究に
取り組みました。その後，大野記念病院勤務を経て，
2016年4月より当院に赴任することとなりました。ほ
ぼ何もないところからの腎臓内科の立ち上げ，および自
分なりに理想とする腎臓内科を目指した組織づくりを
行ってきました。
今西　当院における腎臓内科診療は，まだまだ走り出し
たばかりです。腎臓内科を開設したことがようやく地域に
認知され，紹介患者さんをはじめ患者数は年々増えてい
ますので，これからも東大阪エリアにおける腎臓病医療
のニーズに積極的に応えていきたいと考えています。

　 あらゆる腎臓病に幅広く対応

─腎臓内科を受診される患者さんの特徴について教え
てください。
立石　当科外来は，月あたり400人近い患者さんが受
診されています。平日の午前診に加え，週2回の夜診

（18～20時）を行っていますので，昼間働いている方も
含め，若年者から高齢者まで年齢層は幅広いです。最近
では，開業医の先生方から紹介いただくケースが増え，
約6割が紹介患者さんで，入院患者数は常時15人前後
です。保存期腎不全の患者さんが圧倒的に多いのです
が，当院は，東大阪エリアにおいて腎生検を積極的に行っ
ている施設のひとつでもあることから腎炎に対応するこ
とも多く，現在，腎生検数は年間30～40例で推移して
います。
　当院に腎臓内科が開設される前は，大阪市内や遠方
の病院に通院せざるを得ない患者さんも多かったようで
す。しかし，われわれが腎臓内科を立ち上げたからには，
地域の患者さんの幸せに直結する医療を提供していき
たいと考え，あらゆる腎疾患に対応するようにしていま
す。そのため，急速進行性糸球体腎炎を呈するANCA
（antineutrophil cytoplasmic antibody：抗好中球細
胞質抗体）関連血管炎など重篤な腎障害をともなう症例
や，常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）など専門性の
高い治療が求められる症例も積極的に受け入れています。

─腎臓内科が新設され，透析医療の状況に変化はありま
したか。
今西　透析医療は当院開設当初より行っており，以前から
多くの透析患者さんの診療に取り組んでいましたが，腎
臓内科の新設により新規透析導入数が増加しています。
当院で診療中の透析患者数は，外来透析210例，入院透
析20～30例で推移しているのが現状です。患者さんの
高齢化にともない，透析導入の原疾患としては糖尿病性

を求めないようにしています。たとえば，管理栄養士から
塩分摂取量を半分に減らすようにと指導された患者さん
が，半分に減らすのは難しいとおっしゃる場合には，でき
る範囲でいいからまず減塩を始めてもらうという一歩を
大切にしています。まずは患者さんが自分でできると思
うところを目指し，それを達成できたらもう少し頑張って
塩分摂取量をさらに減らすというステップを踏んでもらう
ようにしています。特に，治療の重要性を認識していても
実践が難しいと悩む患者さんには，頑張りすぎず継続で
きる範囲で着実に治療を進めることを提案しています。
　また，患者さんへ説明するときの言葉遣いにも注意し
ています。たとえば，「頻回に」「侵襲的な」など普通に医
師が使う言葉のなかには，一般にはあまり使われていな
い，あるいは意味がよく知られていないものもたくさん
あります。言葉の意味が伝わらないと患者さんと一緒に
治療を進めていくことはできないので，言葉選びにも配
慮しながら，わかりやすい説明を心がけています。

　 医療法人藤井会における
　 透析関連施設との連携

─医療法人藤井会の透析関連施設とは，どのような連携
が行われているのでしょうか。
今西　外来専門透析クリニックとして，当院のある東大
阪市に隣接する大東市に住道クリニックが，大阪市東成
区に深江クリニックがあります。それぞれの地域に在住
する患者さんは，当院で透析導入を行った後，各クリニッ
クで外来管理を行うことが可能です。われわれが当院に
赴任してからは，2つのクリニックとの三者合同会議を年
1～2回開催していたのですが，現在は新型コロナウイ
ルス感染症流行による影響で休止中です。しかし，Web
やメールでの相互の連絡や，必要に応じた医師の行き来
は以前からしており，継続中です。また，奈良県にある香
芝生喜病院の透析室メンバーとも合同会議を企画するな
ど透析関連施設との連携を推進しています。深江クリ
ニックにはICT（インフェクションコントロールチーム）の
メンバーでもある立石先生が週1回足を運び，透析管理
を行うとともに，感染症対策の指導もしています。
立石　住道クリニック，深江クリニックとは，互いの施設
における透析医療の状況について情報交換し，効果的な
取り組みを共有してブラッシュアップを図っています。ま
た，新型コロナウイルス感染症流行下にある現在は，感

染症対策がより重要です。当院では，新型コロナウイル
ス感染症に関して透析室独自の感染管理マニュアルを作
成し，随時更新しています。マニュアルは，住道クリニッ
クや深江クリニックと共有するとともに，私が現場に行っ
て直接説明するなど藤井会透析チームとして総力をあげ
て感染症対策に取り組んでいます。各クリニックにおい
て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが出た
場合には，当院の感染制御部とも連携をとりながら，隔
離透析の実施方法などについてアドバイスしています。

　 形式にとらわれない地域医療連携を推進

─地域のかかりつけ医との連携は，どのように進めてい
ますか。
今西　大阪府には腎臓学会と大阪の内科医会の合同で
発足した大阪慢性腎臓病対策協議会（O-CKDI）があり，
われわれもそのメンバーとして，CKD対策の啓発や医療
連携に力を入れています。地域医療連携においては，
O-CKDIが「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018」（日本腎臓学会 編）に準じて作成した紹介基準
（図1）1）に基づき，かかりつけ医の先生方から患者さん
を紹介いただいています。ただ，われわれは，地域連携
パスは積極的には使用していません。理由は，われわれ
病院医師にとっても，かかりつけ医の先生方にとっても，

腎臓病（DKD）が最も多く，次いで腎硬化症が続いてい
ます。近年は，慢性糸球体腎炎や慢性間質性腎炎から腎
不全に至るケースは少なくなっています。また，血液透析
だけでなく腹膜透析や腎移植も含む腎代替療法の充実を
図ると同時に，膠原病や潰瘍性大腸炎・神経疾患など難
病に対する血漿交換や吸着療法など特殊血液浄化療法も
積極的に行っていますので，2020年4月から「人工透析
センター」の名称を「血液浄化センター」に変更しました。

　 診療体制および患者指導の実際

─腎臓内科，血液浄化センターの診療体制について教
えてください。
今西　現在，腎臓内科では，腎臓専門医３名と内科専攻
医１名，そして血液透析は正に体外循環ですので，循環
器専門医の資格をもつ内科医が加わって，診療していま
す。腎臓内科が本格稼働してから約5年が経過し，基本
の体制は整いましたので，これからは腎疾患医療推進の
核となる中堅医師を育成し，体制を強化したいと考えて
いるところです。
　血液浄化センターのスタッフは，われわれ腎臓内科医
のほか，泌尿器科医，看護師，臨床工学技士などで構成
され，チーム医療を実践しています。透析ベッドは100
床あり，28名の看護師が交替で患者さんのケアを行っ

ています。多数のスタッフが関わる現場ですので，スタッ
フ同士の連携を推進するため，看護師との情報交換・共
有のためのミニレクチャーを定期的に開催してきました。
さらに，医師，看護師，臨床工学技士が集まってさまざま
な問題について話し合う透析運営委員会を月1回開催し
ているほか，緊急に解決するべき問題に直面した場合に
は臨時のミーティングを行うなど緊密な連携を図ってい
ます。

─CKD患者さんの教育には，どのように取り組まれてい
ますか。
今西　進行予防を目的とする教育入院を実施する計画は
ありますが，スタッフがまだ十分に揃っていないため実現
できていません。理想としては，大阪市立総合医療セン
ターなどで行っているように，5日間ほど入院していただ
き，医師，薬剤師，管理栄養士，看護師がそれぞれ患者
さんやご家族にマンツーマンで，食事療法，薬物療法，ラ
イフスタイルなどを指導するという教育入院を取り入れ
たいと考えています。腎代替療法の選択に関する説明に
ついては，現在も末期腎不全に至る前に通常診療以外で
十分に時間をとり，患者さんとご家族に対してDVD視聴
を含め1～1.5時間ほどかけて医師と看護師とで丁寧に
説明するよう心がけています。

─CKD患者さんに対する指導において，重視されてい
ることを教えてください。
立石　私は，腎臓内科での治療の一番の目的は，生命予
後の改善であることをまず患者さんにお伝えしています。
もちろん，CKD重症化・透析予防も治療の目的として大
事ですが，CKDは心疾患や脳血管疾患の発症とも関連
するなど死亡リスクを上昇させる要因にもなりうることか
ら，自覚症状がない場合でもしっかり治療を行う必要があ
ることを強調するようにしています。心腎連関という言葉
やCKDにともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）な
どの概念もあるように，全身症状ともつながりが強いから
こそ，自覚症状に乏しいまま疾患が進行してしまう腎臓病
は早期からの治療が重要であるということを特に強調し
ています。
　しかし，そうしたリスクを軽減するために頑張って治療
を継続していきましょうとお伝えしても，先の見えない不
安もあり，患者さんが長期にわたりめげずに治療を続け
るのは難しいものです。ですから，私は患者さんに完璧

頼関係を築いてきた先生方からの紹介が増えてきている
と感じています。

　 より充実した腎臓病医療を実現できる
　 組織づくりに向けて

─立石先生はICD（インフェクションコントロールドク
ター）として感染制御にも精通されていますが，若い先
生方にはどのような知識や技術を身につけてほしいとお
考えですか。
立石　腎臓内科医として腎臓そのものを守ることも大事
ですが，生命予後の改善に重きを置くことがより重要で
あるというのが私の考えです。目の前にいる患者さんは，
腎臓内科の患者さんという以前に1人の患者さんです。
特に，当科を受診する患者さんは，糖尿病，感染症，心疾
患などを合併しているケースが多く，患者さんを全人的
に診るためにはそうした合併症に関して正しく理解したう
えで対応することが望ましいと考えます。各疾患の専門
医に紹介するときに，紹介先で行われる検査やその結果，
治療方針を予想できるかはとても大切ですので，若い医
師たちには，特に循環器・糖尿病・感染症領域について
は，専門医とまではいかなくても，それに準ずるレベルで
診療が行えるような医師になってほしいという思いを込
めて指導しています。

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
立石　われわれが扱えない腎疾患があったとしたら，地
域の患者さんにとっては非常に不幸です。当院は地域の
腎臓医療の最後の砦だという意識を強くもって臨んでい
ますので，専門性の高い疾患に対してより確実な診療を
行うと同時に，実践している医療が正しいかを常に検証
する必要があると考えています。そこで，今後特に力を
入れていきたいと思っているのは，外部への情報発信で
す。論文投稿などを通じて情報を発信することで，われわ
れが現在行っている医療の正当性・妥当性を経験論では
なく科学的検証に基づいて示すことができます。医師と
いうのは医学という科学に基づいた治療を行う者であり，
それを検証するのは当然であるという意識を当院の腎臓
内科に文化として根づかせたいと考えています。
　また，私自身，腎臓内科医である以前に内科医である
と思っていますので，腎臓内科領域に関して高い専門性
を身につけることはもとより，それ以外の内科領域も含

診療にかかる時間と負担が大きくなってしまうからです。
連携パスを可能な限り簡略化しても，結局記載やデータ
入力に手間と時間がかかること，そして，コメディカルス
タッフの協力も不可欠ですが，その人的余裕がわれわれ
にもかかりつけの先生方にもないことが原因です。そこ
で，次のような方法を取っています。紹介時に診療情報
提供書をいただき，こちらも診断と方針が決まればその
報告（診療情報提供）をする。そして，定期的に併診する

ことになれば，その都度必要に応じた情報交換を，患者
さんを通じて行う。具体的には，お互いの検査データ用
紙などに連絡事項（当方なら処方の変更依頼など）を付
記して，患者さんに手渡すことにしています。診療の電子
カルテ化が進んでも，お互いの情報が全く共有できない
現状では，この方法が診療連携を継続するために現実的
で実効性があると思っています。
立石　われわれ専門医は，患者さんにとって身近な存在
であるかかりつけ医の先生方の後方支援を行う立場にあ
りますので，当院での診療継続を強く希望される患者さ
んを除きほぼ全例，紹介元へお返ししています。当院で
診療を継続する場合には必ず事情を説明するなど，互い
に尊重し合いながら連携しています。
　紹介患者さんが順調に増えている背景には，形式にと
らわれない連携の実践があると考えられます。今西先生
はわれわれに「地域の先生たちとのface to faceの関
係づくりを大事にするように」と繰り返し話され，地域の
講演会において先生方とディスカッションする場を設ける
などさまざまなはたらきかけをしてくださっています。顔
の見える取り組みを進めることによって，われわれも患者
さんが紹介されてきたときに紹介元の先生の顔を思い浮
かべることができ，親近感が湧いてきます。また，診療情
報の共有においても，連携パスなどでかたちが決められ
ていると少し形式的になってよそよそしくなりがちです
が，互いに自身の言葉で伝え合うことで距離を縮めるこ
とができるのではないでしょうか。私は先生方と情報共
有をする場合に，あえて堅苦しい言葉では書かずに和や
かな雰囲気でやりとりすることを心がけており，地道に信
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めてトータルで患者さんを診ることができる組織をつくり
上げていきたいと考えています。そして，誰もが当たり
前のように，患者さんに対してわかりやすい言葉で治療
内容を説明できるようになってほしい。そうした医師とし
て身につけるべき基本的なことも，若い医師たちがしっ
かり学んでいける環境を築いていきたいと思います。
今西　今後は，地域の先生たちとさらに連携を深めて充
実した専門医療を提供していきたいと考えています。そ
のためには気楽に意見交換を行えるミーティングの機会
を増やすなど，地域での関係づくりにより一層努めたいと
思っています。
　また，先にも述べましたが，内科のサブスペシャリティ
としての腎臓内科医を目指す若手医師の育成にも積極的
に取り組んでいきたいと思います。若い医師たちにとっ
て魅力ある腎臓内科となるためには，立石先生も指摘し
たように情報発信をしていかなければなりません。貴重
な症例報告はもちろん，実臨床に基づく研究を行い，臨
床研究論文を発表することなど，研修先としての魅力を
発信することはとても重要なことです。そして，大阪市立
大学や基幹病院と連携しながら若手医師を育成し，過去
には腎臓内科診療の空白地帯であったともいえるこの地
域の連携医療を充実させていきたいと思っています。
　このプランが実を結ぶには順調にいって10年ほどか
かるでしょうから，まだまだこれからといったところでしょ
うか。みんなで協力して，いい方向へ昇華させていけれ
ばと考えています。
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