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として，全道のかかりつけ医を対象に
病診連携に関するアンケートを実施し
ている。なかには，「基準に該当する
患者さんを専門病院に紹介したのに，
治療もせずにそのまま返された」などの
回答もあった。こうしたわずかな“ず
れ”がかかりつけ医と専門医の連携に
おける最大の課題であり，葛藤が生じ
る場面でもあると西尾氏は指摘する。
「専門医は年齢なども加味しながら，
患者さんに必要な治療を検討していま
す。そのさじ加減を互いに理解するた
めの勉強会が必要かもしれません。気
軽に質問しやすいように，できれば少
人数による対面形式などで行って顔の
見える関係を築き，スムーズな連携に
つなげることが重要です」（西尾氏）。

 北海道全域で標準的な
 CKD治療を提供するために

　西尾氏は，道内各地で開催される
講演会などを通じて医療従事者に
CKD診療の啓発を行うなかで，その
反響に大きな手ごたえを感じている。
西尾氏によると，「特に医師が少ない
地域では，腎臓病療養指導士を含め
看護師，保健師，管理栄養士，薬剤

師の方々が非常に勉強熱心です。塩
分制限や腎代替療法選択に関する質
問が多く寄せられるほか，CKDの治
療薬や腎性貧血に関する治療選択肢
などについても熱心に学んでいます」
という。
　一方，北海道では腎臓専門医不在
の地域が多く，稚内市などのように専
門医派遣による診療支援を実施でき
ていない地域もある。標準的なCKD
治療を提供するには，そうした地域の
かかりつけ医と都市部の専門医がど
のように連携を図るかが鍵を握る。現
在，北大病院と北見赤十字病院で
は，オンライン診療を活用する連携シ
ステム構築に向けた準備が進められ
ている。「患者さんは北見赤十字病院
で定期的に検査を受け，診察時に現
地の医師，看護師と患者さんがいる
診察室と私がいる北大病院の診察室
をオンラインでつなぐという試みです。
このシステムを確立できれば，患者さ
んは現地にいたまま専門医による
CKD診療を受けることができるように
なります。将来的には，さまざまな地域
でこのシステムを構築したいと考えて
います」（西尾氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 取り組み

　「さっぽろ北部CKDねっと」は，二
次医療圏である札幌医療圏を構成す
る札幌市東区および北区と石狩市を
中心に，かかりつけ医・腎臓専門医・
行政の連携体制構築を目指して2020
年4月に設立された医療診療ネット
ワークである。札幌市医師会東区支
部長であり，設立に向け中心的役割
を担った三木氏は，このネットワークに
ついて，「東区には入院可能な急性期
病院が比較的多いため，隣接する北
区や腎臓内科・透析医療の専門クリ
ニックがある石狩市までを主な対象範
囲としています。できるだけ多くの先生
方に参加していただければと考えてい
ます」と話す。
　腎臓専門医療機関としては，札幌
市中央区にあるJR札幌病院も参加し
ている。「JR札幌病院腎臓内科（血液
透析）の吉田英昭先生は，北大病院
の西尾先生とともに北海道全体の
CKD対策を牽引するリーダーです。
お二人に参画いただいているさっぽろ
北部CKDねっとで基盤をつくり，さら
に北海道医療センターのある札幌市

西区を中心とした札幌市内の透析導
入患者数を減らすことを目標に掲げ，
地域の医療機関との連携や住民への
疾患啓発などに積極的に取り組んで
いる。年1回開催する西区のかかりつ
け医を対象とした勉強会「札幌西
CKD連携会」で講師を務める柴崎氏
は，「毎回テーマを変え，紹介基準や
病診連携の進め方，当院で行ってい
るCKD診療などについてお話しして
います。コロナ禍以降はオンライン形
式での開催で，直近の勉強会のテー
マはCKD診療における薬剤の使い
方でした」と振り返る。柴崎氏は，病
診連携の実際について，「紹介基準は
単純に『CKDであること』とし，CKD
患者さんはすべて紹介していただく
ようにしています。紹介後はCKDス
テージG3a（軽度～中等度低下）から
併診を推奨しており，ステージに応じ
た併診頻度の目安（年1回～月1回）
を設定します。また，患者さんをかかり
つけ医のもとへお返しする際には，患
者さんの意向も踏まえながら次回の予
約を入れておくというかたちで進めて
います」と説明し，これを「緩い併診」
と呼称した。「この連携により，早期の
段階で紹介してくださるかかりつけ医
の先生が増えてきていますが，透析
導入直前で専門医にバトンタッチする
方針の先生もまだいらっしゃいますの
で，できるだけ早期に紹介いただき，
緩い併診でつながる関係を多くの先
生方と築いていきたいと考えていま
す」（柴崎氏）。
　また，同科では患者啓発において，
CKDの病識向上や治療の両軸となる
食事療法とセルフモニタリング（体重・
血圧の測定および管理）に重点を置
いて取り組んでいる。柴崎氏が手が
けたカリウム・塩分コントロールのポイ
ントや腎臓病レシピなどをまとめた冊子
を活用することで患者の理解が深ま
り，2回目以降の診察においては管理
栄養士に頼らずに食事指導を完結で
きるようになったという。さらに，市民
公開講座を年5回（うち3回はCKD

関連）のペースで開催しており，コロナ
禍においては動画配信に切り替えて
セルフケアに関する情報を発信してい
る。コロナ禍以前には柴崎氏が北海
道各地を訪れ，看護師，保健師，管
理栄養士などを対象にCKDに関する
出前講座を行うなど，CKD対策を支
えるメディカルスタッフの育成にも力を
注いできた。

 「CKDお守りシール」の
 普及に向けて

　北海道医療センターでは，薬剤性
腎障害の予防と患者の病識向上を目
的として，お薬手帳の表紙に貼付する
「CKDお守りシール」（13ページ参照）
の運用を推進している。シールの作成
者である柴崎氏は，「全国各地で配布

されているCKDシールを参考に，腎
機能に応じて3種類（eGFR 60，30，
15mL/min/1.73m2未満→色：黄，
オレンジ，赤）のシールをつくり，オリジ
ナルキャラクターのイラストやeGFRの
数値，シールの色でそれぞれの段階
の腎臓の状態を表現しています」と説
明した。
　現在，CKDお守りシールは北海道
医療センター腎臓内科外来と周辺の
調剤薬局のほか，北大病院，札幌北
辰病院，市立札幌病院でも配布して
おり，さっぽろ北部CKDねっとにおい
ても導入に向けて準備が進められて
いる。「今後は，札幌西CKD連携会
でもCKDお守りシールを紹介し，かか
りつけ医による疾患啓発ツールとしても
シールを活用できるよう普及を進めて
いければと考えています」（柴崎氏）。

西区の先生方にも参加いただくなど範
囲の拡大も検討したいと思っていま
す」（三木氏）。
　さっぽろ北部CKDねっとでは，ホー
ムページ4）を開設し，紹介先となる腎
臓専門医療機関の診療に関する情報
（診療時間，栄養指導・透析導入の
実施状況など）を示した「札幌市東
区・北区・石狩市 腎臓外来表」と，
かかりつけ医と専門医とのあいだで紹
介患者の情報を共有する「CKD患者
診療情報共有シート」（以下，情報共
有シート）を掲載している。情報共有
シートに「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）に示されている「かかりつけ医か
ら腎臓専門医・専門医療機関への紹
介基準」を参考に作成した表を掲載し
た経緯について，三木氏は，「非専門
医にとって紹介基準は毎回確認が必
要ですが，情報共有シート記入時に
シート上で確認することができるので，
とても便利です」と話す。入宇田氏は
「三木先生考案の情報共有シートは，
併診や栄養指導の希望といった専門
医が知りたい情報や再紹介の目安な
ど専門医が伝えたい情報がわかるよう
になっていますので，大変ありがたい

です」と話し，専門医の側からみた使
いやすさもあるとした。

 「さっぽろ北部CKDねっと」における
 専門医とかかりつけ医の役割

　札幌市東区にある勤医協中央病院
は，腎臓内科26床，透析ベッド数40
床である。腎生検を含む精査治療，
内シャント手術，腹膜透析用カテーテ
ル挿入術など腎代替療法の導入から
維持管理までを行い，地域のCKD治
療に貢献している。「当院腎臓内科に
ご紹介いただく患者さんの重症度は，
無症候性蛋白尿から腎機能障害進
行例までとさまざまです。精査の結
果，当院での治療の必要はなく，引き
続きかかりつけ医の先生に診ていただ
くことでコントロール可能と判断される
ことも少なくありません」という入宇田
氏の言葉からは，CKD早期発見・早
期治療介入への意識が地域に根づき
始めていることがうかがえる。
　コロナ禍により教育入院の実施は難
しい状況が続いているが，管理栄養
士による栄養指導や看護師による療
養指導などを外来で組み合わせて行
い，必要に応じて入院管理下での血

圧コントロールやむくみのコントロール，
精密検査などを行っている。
　特に栄養指導には力を入れており，
入宇田氏は受診したすべてのCKD
患者に栄養指導を勧め，管理栄養士
からかかりつけ医へ指導内容をフィー
ドバックしている。かかりつけ医の立場
である三木氏によると，フィードバック
情報の記載内容や記載量は施設や
専門医によって異なり，それぞれの診
療スタイルが垣間見えるという。「患者
さんによって濃密な指導を好む方もい
れば，ポイントを押さえたあっさりした指
導を好む方もいますので，治療継続に
向けてそれぞれの患者さんに合った
専門医につなぐこともかかりつけ医の
大事な役割だと思います」（三木氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 さらなる発展に向けて

　コロナ禍において，さっぽろ北部
CKDねっとではオンライン世話人会を
3ヵ月に1回の頻度で開催し，医療診
療ネットワークの推進に拍車をかける
ための基盤を整えている。入宇田氏
は今後の課題として，「特定健康診査
（特定健診）から医療機関受診へどう
つなげるか，また特定健診受診にいた
らない患者さんをどのように拾い上げ
ていくか，このあたりは行政の力も必
要となりますが，重要な課題と捉えて
います」と指摘する。
　三木氏は，「今後は，専門医への紹
介状況や治療・指導の効果などを
データ化して検証することも必要です。
取り組みの成果や今後の方向性を
ホームページ上で公開するとともに，
行政との連携強化を図っていきたいと
考えています」と話し，ネットワークのさ
らなる発展に向けた動きを加速させる
意向を示した。

 北海道医療センターの
 CKD対策の取り組み

　北海道医療センター腎臓内科では，

 CKD患者の動向
 ～コロナ禍の影響を踏まえて

　透析導入患者数の減少に向けCKD
重症化予防対策の充実が求められる
なか，近年は新型コロナウイルス感染
症が流行し，CKD患者の治療にも影
響を及ぼしていることが推察される。
　西尾氏によると，「当科外来に通う
CKD患者さんは定期的な受診の必
要性を理解されていますので，新型コ
ロナウイルス感染症の流行下でも検査
や治療を受けるために通院されていま
す。一方，コロナ禍でかかりつけ医へ
の受診を控えていた方や閉院・休診
に追い込まれたクリニックに通院できな
くなった方が血圧コントロール不良とな
り，高血圧や腎機能低下をきたした段
階で腎臓内科を受診するケースもみら
れます」という。また，北海道では新型
コロナウイルスに感染した透析患者の
死亡率が全国と比較して高く，2022

年2月24日時点での透析患者におけ
る新型コロナウイルス感染者数は250
人，うち死亡者数は84人である2）。
「北海道でなぜこのような事態になっ
ているのか，透析医療の実態を他府
県と比べるなどして原因を検証する必
要があると考えています」（西尾氏）。

 広大な北海道における
 CKD対策の現状と課題

　北海道の腎臓専門医数は122名
（2021年5月26日現在）3）。北海道の
広いエリアをカバーするには，不足感
が否めない。また，道内にある3つの
大学病院（北海道大学病院，札幌医
科大学附属病院，旭川医科大学病
院）は，いずれも腎臓内科単科の標
榜での診療を行っていないため，所属
する腎臓内科医数が限られると西尾
氏は指摘する。3病院中腎臓内科医
が最も多いのは北海道大学病院（以

下，北大病院）で，現在13名が在籍
している。西尾氏は，「3つの大学病
院に勤務する腎臓内科医が互いに協
力して道内各地の中核病院に赴き，
専門医療が手薄な地域をカバーして
いる状況です」と北海道全体の専門
医不足の深刻さを説明するとともに，
「札幌市内でも専門医が足りていない
のが実情です」と現状を憂える。
　こうした医療資源の不足を補うべ
く，釧路市や札幌市などでは，地域単
位でCKD病診連携ネットワークの構
築が進められている。西尾氏による
と，「二次医療圏ごとに地域特性を活
かした小規模なネットワークを構築する
ことで小回りも利き，発展もしやすいと
いう利点があります」という。「各ネット
ワークにおいてCKD対策を推進する
ことで，透析導入開始時期の先延ば
しや透析導入患者数の減少につなげ
ていきたいと考えています」（西尾氏）。
　また，西尾氏は，CKD対策の一環

　北海道における新規透析導入患者数は横ばいで推移しており1），CKD重症化予防対策のさらなる推進が必要
とされている。一方，47都道府県のなかで最も広大な面積を有する北海道では，腎臓専門医の不足・偏在が重
大な問題として横たわる。こうした実情を踏まえ，北海道ではどのようなCKD対策を講じているのか。北海道全体
の取り組みについて西尾妙織氏に，各地域の取り組みについて三木敏嗣氏，入宇田智子氏，柴崎跡也氏にお話
を伺った。
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として，全道のかかりつけ医を対象に
病診連携に関するアンケートを実施し
ている。なかには，「基準に該当する
患者さんを専門病院に紹介したのに，
治療もせずにそのまま返された」などの
回答もあった。こうしたわずかな“ず
れ”がかかりつけ医と専門医の連携に
おける最大の課題であり，葛藤が生じ
る場面でもあると西尾氏は指摘する。
「専門医は年齢なども加味しながら，
患者さんに必要な治療を検討していま
す。そのさじ加減を互いに理解するた
めの勉強会が必要かもしれません。気
軽に質問しやすいように，できれば少
人数による対面形式などで行って顔の
見える関係を築き，スムーズな連携に
つなげることが重要です」（西尾氏）。

 北海道全域で標準的な
 CKD治療を提供するために

　西尾氏は，道内各地で開催される
講演会などを通じて医療従事者に
CKD診療の啓発を行うなかで，その
反響に大きな手ごたえを感じている。
西尾氏によると，「特に医師が少ない
地域では，腎臓病療養指導士を含め
看護師，保健師，管理栄養士，薬剤

師の方々が非常に勉強熱心です。塩
分制限や腎代替療法選択に関する質
問が多く寄せられるほか，CKDの治
療薬や腎性貧血に関する治療選択肢
などについても熱心に学んでいます」
という。
　一方，北海道では腎臓専門医不在
の地域が多く，稚内市などのように専
門医派遣による診療支援を実施でき
ていない地域もある。標準的なCKD
治療を提供するには，そうした地域の
かかりつけ医と都市部の専門医がど
のように連携を図るかが鍵を握る。現
在，北大病院と北見赤十字病院で
は，オンライン診療を活用する連携シ
ステム構築に向けた準備が進められ
ている。「患者さんは北見赤十字病院
で定期的に検査を受け，診察時に現
地の医師，看護師と患者さんがいる
診察室と私がいる北大病院の診察室
をオンラインでつなぐという試みです。
このシステムを確立できれば，患者さ
んは現地にいたまま専門医による
CKD診療を受けることができるように
なります。将来的には，さまざまな地域
でこのシステムを構築したいと考えて
います」（西尾氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 取り組み

　「さっぽろ北部CKDねっと」は，二
次医療圏である札幌医療圏を構成す
る札幌市東区および北区と石狩市を
中心に，かかりつけ医・腎臓専門医・
行政の連携体制構築を目指して2020
年4月に設立された医療診療ネット
ワークである。札幌市医師会東区支
部長であり，設立に向け中心的役割
を担った三木氏は，このネットワークに
ついて，「東区には入院可能な急性期
病院が比較的多いため，隣接する北
区や腎臓内科・透析医療の専門クリ
ニックがある石狩市までを主な対象範
囲としています。できるだけ多くの先生
方に参加していただければと考えてい
ます」と話す。
　腎臓専門医療機関としては，札幌
市中央区にあるJR札幌病院も参加し
ている。「JR札幌病院腎臓内科（血液
透析）の吉田英昭先生は，北大病院
の西尾先生とともに北海道全体の
CKD対策を牽引するリーダーです。
お二人に参画いただいているさっぽろ
北部CKDねっとで基盤をつくり，さら
に北海道医療センターのある札幌市

西区を中心とした札幌市内の透析導
入患者数を減らすことを目標に掲げ，
地域の医療機関との連携や住民への
疾患啓発などに積極的に取り組んで
いる。年1回開催する西区のかかりつ
け医を対象とした勉強会「札幌西
CKD連携会」で講師を務める柴崎氏
は，「毎回テーマを変え，紹介基準や
病診連携の進め方，当院で行ってい
るCKD診療などについてお話しして
います。コロナ禍以降はオンライン形
式での開催で，直近の勉強会のテー
マはCKD診療における薬剤の使い
方でした」と振り返る。柴崎氏は，病
診連携の実際について，「紹介基準は
単純に『CKDであること』とし，CKD
患者さんはすべて紹介していただく
ようにしています。紹介後はCKDス
テージG3a（軽度～中等度低下）から
併診を推奨しており，ステージに応じ
た併診頻度の目安（年1回～月1回）
を設定します。また，患者さんをかかり
つけ医のもとへお返しする際には，患
者さんの意向も踏まえながら次回の予
約を入れておくというかたちで進めて
います」と説明し，これを「緩い併診」
と呼称した。「この連携により，早期の
段階で紹介してくださるかかりつけ医
の先生が増えてきていますが，透析
導入直前で専門医にバトンタッチする
方針の先生もまだいらっしゃいますの
で，できるだけ早期に紹介いただき，
緩い併診でつながる関係を多くの先
生方と築いていきたいと考えていま
す」（柴崎氏）。
　また，同科では患者啓発において，
CKDの病識向上や治療の両軸となる
食事療法とセルフモニタリング（体重・
血圧の測定および管理）に重点を置
いて取り組んでいる。柴崎氏が手が
けたカリウム・塩分コントロールのポイ
ントや腎臓病レシピなどをまとめた冊子
を活用することで患者の理解が深ま
り，2回目以降の診察においては管理
栄養士に頼らずに食事指導を完結で
きるようになったという。さらに，市民
公開講座を年5回（うち3回はCKD

関連）のペースで開催しており，コロナ
禍においては動画配信に切り替えて
セルフケアに関する情報を発信してい
る。コロナ禍以前には柴崎氏が北海
道各地を訪れ，看護師，保健師，管
理栄養士などを対象にCKDに関する
出前講座を行うなど，CKD対策を支
えるメディカルスタッフの育成にも力を
注いできた。

 「CKDお守りシール」の
 普及に向けて

　北海道医療センターでは，薬剤性
腎障害の予防と患者の病識向上を目
的として，お薬手帳の表紙に貼付する
「CKDお守りシール」（13ページ参照）
の運用を推進している。シールの作成
者である柴崎氏は，「全国各地で配布

されているCKDシールを参考に，腎
機能に応じて3種類（eGFR 60，30，
15mL/min/1.73m2未満→色：黄，
オレンジ，赤）のシールをつくり，オリジ
ナルキャラクターのイラストやeGFRの
数値，シールの色でそれぞれの段階
の腎臓の状態を表現しています」と説
明した。
　現在，CKDお守りシールは北海道
医療センター腎臓内科外来と周辺の
調剤薬局のほか，北大病院，札幌北
辰病院，市立札幌病院でも配布して
おり，さっぽろ北部CKDねっとにおい
ても導入に向けて準備が進められて
いる。「今後は，札幌西CKD連携会
でもCKDお守りシールを紹介し，かか
りつけ医による疾患啓発ツールとしても
シールを活用できるよう普及を進めて
いければと考えています」（柴崎氏）。

西区の先生方にも参加いただくなど範
囲の拡大も検討したいと思っていま
す」（三木氏）。
　さっぽろ北部CKDねっとでは，ホー
ムページ4）を開設し，紹介先となる腎
臓専門医療機関の診療に関する情報
（診療時間，栄養指導・透析導入の
実施状況など）を示した「札幌市東
区・北区・石狩市 腎臓外来表」と，
かかりつけ医と専門医とのあいだで紹
介患者の情報を共有する「CKD患者
診療情報共有シート」（以下，情報共
有シート）を掲載している。情報共有
シートに「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）に示されている「かかりつけ医か
ら腎臓専門医・専門医療機関への紹
介基準」を参考に作成した表を掲載し
た経緯について，三木氏は，「非専門
医にとって紹介基準は毎回確認が必
要ですが，情報共有シート記入時に
シート上で確認することができるので，
とても便利です」と話す。入宇田氏は
「三木先生考案の情報共有シートは，
併診や栄養指導の希望といった専門
医が知りたい情報や再紹介の目安な
ど専門医が伝えたい情報がわかるよう
になっていますので，大変ありがたい

です」と話し，専門医の側からみた使
いやすさもあるとした。

 「さっぽろ北部CKDねっと」における
 専門医とかかりつけ医の役割

　札幌市東区にある勤医協中央病院
は，腎臓内科26床，透析ベッド数40
床である。腎生検を含む精査治療，
内シャント手術，腹膜透析用カテーテ
ル挿入術など腎代替療法の導入から
維持管理までを行い，地域のCKD治
療に貢献している。「当院腎臓内科に
ご紹介いただく患者さんの重症度は，
無症候性蛋白尿から腎機能障害進
行例までとさまざまです。精査の結
果，当院での治療の必要はなく，引き
続きかかりつけ医の先生に診ていただ
くことでコントロール可能と判断される
ことも少なくありません」という入宇田
氏の言葉からは，CKD早期発見・早
期治療介入への意識が地域に根づき
始めていることがうかがえる。
　コロナ禍により教育入院の実施は難
しい状況が続いているが，管理栄養
士による栄養指導や看護師による療
養指導などを外来で組み合わせて行
い，必要に応じて入院管理下での血

圧コントロールやむくみのコントロール，
精密検査などを行っている。
　特に栄養指導には力を入れており，
入宇田氏は受診したすべてのCKD
患者に栄養指導を勧め，管理栄養士
からかかりつけ医へ指導内容をフィー
ドバックしている。かかりつけ医の立場
である三木氏によると，フィードバック
情報の記載内容や記載量は施設や
専門医によって異なり，それぞれの診
療スタイルが垣間見えるという。「患者
さんによって濃密な指導を好む方もい
れば，ポイントを押さえたあっさりした指
導を好む方もいますので，治療継続に
向けてそれぞれの患者さんに合った
専門医につなぐこともかかりつけ医の
大事な役割だと思います」（三木氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 さらなる発展に向けて

　コロナ禍において，さっぽろ北部
CKDねっとではオンライン世話人会を
3ヵ月に1回の頻度で開催し，医療診
療ネットワークの推進に拍車をかける
ための基盤を整えている。入宇田氏
は今後の課題として，「特定健康診査
（特定健診）から医療機関受診へどう
つなげるか，また特定健診受診にいた
らない患者さんをどのように拾い上げ
ていくか，このあたりは行政の力も必
要となりますが，重要な課題と捉えて
います」と指摘する。
　三木氏は，「今後は，専門医への紹
介状況や治療・指導の効果などを
データ化して検証することも必要です。
取り組みの成果や今後の方向性を
ホームページ上で公開するとともに，
行政との連携強化を図っていきたいと
考えています」と話し，ネットワークのさ
らなる発展に向けた動きを加速させる
意向を示した。

 北海道医療センターの
 CKD対策の取り組み

　北海道医療センター腎臓内科では，

 CKD患者の動向
 ～コロナ禍の影響を踏まえて

　透析導入患者数の減少に向けCKD
重症化予防対策の充実が求められる
なか，近年は新型コロナウイルス感染
症が流行し，CKD患者の治療にも影
響を及ぼしていることが推察される。
　西尾氏によると，「当科外来に通う
CKD患者さんは定期的な受診の必
要性を理解されていますので，新型コ
ロナウイルス感染症の流行下でも検査
や治療を受けるために通院されていま
す。一方，コロナ禍でかかりつけ医へ
の受診を控えていた方や閉院・休診
に追い込まれたクリニックに通院できな
くなった方が血圧コントロール不良とな
り，高血圧や腎機能低下をきたした段
階で腎臓内科を受診するケースもみら
れます」という。また，北海道では新型
コロナウイルスに感染した透析患者の
死亡率が全国と比較して高く，2022

年2月24日時点での透析患者におけ
る新型コロナウイルス感染者数は250
人，うち死亡者数は84人である2）。
「北海道でなぜこのような事態になっ
ているのか，透析医療の実態を他府
県と比べるなどして原因を検証する必
要があると考えています」（西尾氏）。

 広大な北海道における
 CKD対策の現状と課題

　北海道の腎臓専門医数は122名
（2021年5月26日現在）3）。北海道の
広いエリアをカバーするには，不足感
が否めない。また，道内にある3つの
大学病院（北海道大学病院，札幌医
科大学附属病院，旭川医科大学病
院）は，いずれも腎臓内科単科の標
榜での診療を行っていないため，所属
する腎臓内科医数が限られると西尾
氏は指摘する。3病院中腎臓内科医
が最も多いのは北海道大学病院（以

下，北大病院）で，現在13名が在籍
している。西尾氏は，「3つの大学病
院に勤務する腎臓内科医が互いに協
力して道内各地の中核病院に赴き，
専門医療が手薄な地域をカバーして
いる状況です」と北海道全体の専門
医不足の深刻さを説明するとともに，
「札幌市内でも専門医が足りていない
のが実情です」と現状を憂える。
　こうした医療資源の不足を補うべ
く，釧路市や札幌市などでは，地域単
位でCKD病診連携ネットワークの構
築が進められている。西尾氏による
と，「二次医療圏ごとに地域特性を活
かした小規模なネットワークを構築する
ことで小回りも利き，発展もしやすいと
いう利点があります」という。「各ネット
ワークにおいてCKD対策を推進する
ことで，透析導入開始時期の先延ば
しや透析導入患者数の減少につなげ
ていきたいと考えています」（西尾氏）。
　また，西尾氏は，CKD対策の一環
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として，全道のかかりつけ医を対象に
病診連携に関するアンケートを実施し
ている。なかには，「基準に該当する
患者さんを専門病院に紹介したのに，
治療もせずにそのまま返された」などの
回答もあった。こうしたわずかな“ず
れ”がかかりつけ医と専門医の連携に
おける最大の課題であり，葛藤が生じ
る場面でもあると西尾氏は指摘する。
「専門医は年齢なども加味しながら，
患者さんに必要な治療を検討していま
す。そのさじ加減を互いに理解するた
めの勉強会が必要かもしれません。気
軽に質問しやすいように，できれば少
人数による対面形式などで行って顔の
見える関係を築き，スムーズな連携に
つなげることが重要です」（西尾氏）。

 北海道全域で標準的な
 CKD治療を提供するために

　西尾氏は，道内各地で開催される
講演会などを通じて医療従事者に
CKD診療の啓発を行うなかで，その
反響に大きな手ごたえを感じている。
西尾氏によると，「特に医師が少ない
地域では，腎臓病療養指導士を含め
看護師，保健師，管理栄養士，薬剤

師の方々が非常に勉強熱心です。塩
分制限や腎代替療法選択に関する質
問が多く寄せられるほか，CKDの治
療薬や腎性貧血に関する治療選択肢
などについても熱心に学んでいます」
という。
　一方，北海道では腎臓専門医不在
の地域が多く，稚内市などのように専
門医派遣による診療支援を実施でき
ていない地域もある。標準的なCKD
治療を提供するには，そうした地域の
かかりつけ医と都市部の専門医がど
のように連携を図るかが鍵を握る。現
在，北大病院と北見赤十字病院で
は，オンライン診療を活用する連携シ
ステム構築に向けた準備が進められ
ている。「患者さんは北見赤十字病院
で定期的に検査を受け，診察時に現
地の医師，看護師と患者さんがいる
診察室と私がいる北大病院の診察室
をオンラインでつなぐという試みです。
このシステムを確立できれば，患者さ
んは現地にいたまま専門医による
CKD診療を受けることができるように
なります。将来的には，さまざまな地域
でこのシステムを構築したいと考えて
います」（西尾氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 取り組み

　「さっぽろ北部CKDねっと」は，二
次医療圏である札幌医療圏を構成す
る札幌市東区および北区と石狩市を
中心に，かかりつけ医・腎臓専門医・
行政の連携体制構築を目指して2020
年4月に設立された医療診療ネット
ワークである。札幌市医師会東区支
部長であり，設立に向け中心的役割
を担った三木氏は，このネットワークに
ついて，「東区には入院可能な急性期
病院が比較的多いため，隣接する北
区や腎臓内科・透析医療の専門クリ
ニックがある石狩市までを主な対象範
囲としています。できるだけ多くの先生
方に参加していただければと考えてい
ます」と話す。
　腎臓専門医療機関としては，札幌
市中央区にあるJR札幌病院も参加し
ている。「JR札幌病院腎臓内科（血液
透析）の吉田英昭先生は，北大病院
の西尾先生とともに北海道全体の
CKD対策を牽引するリーダーです。
お二人に参画いただいているさっぽろ
北部CKDねっとで基盤をつくり，さら
に北海道医療センターのある札幌市

西区を中心とした札幌市内の透析導
入患者数を減らすことを目標に掲げ，
地域の医療機関との連携や住民への
疾患啓発などに積極的に取り組んで
いる。年1回開催する西区のかかりつ
け医を対象とした勉強会「札幌西
CKD連携会」で講師を務める柴崎氏
は，「毎回テーマを変え，紹介基準や
病診連携の進め方，当院で行ってい
るCKD診療などについてお話しして
います。コロナ禍以降はオンライン形
式での開催で，直近の勉強会のテー
マはCKD診療における薬剤の使い
方でした」と振り返る。柴崎氏は，病
診連携の実際について，「紹介基準は
単純に『CKDであること』とし，CKD
患者さんはすべて紹介していただく
ようにしています。紹介後はCKDス
テージG3a（軽度～中等度低下）から
併診を推奨しており，ステージに応じ
た併診頻度の目安（年1回～月1回）
を設定します。また，患者さんをかかり
つけ医のもとへお返しする際には，患
者さんの意向も踏まえながら次回の予
約を入れておくというかたちで進めて
います」と説明し，これを「緩い併診」
と呼称した。「この連携により，早期の
段階で紹介してくださるかかりつけ医
の先生が増えてきていますが，透析
導入直前で専門医にバトンタッチする
方針の先生もまだいらっしゃいますの
で，できるだけ早期に紹介いただき，
緩い併診でつながる関係を多くの先
生方と築いていきたいと考えていま
す」（柴崎氏）。
　また，同科では患者啓発において，
CKDの病識向上や治療の両軸となる
食事療法とセルフモニタリング（体重・
血圧の測定および管理）に重点を置
いて取り組んでいる。柴崎氏が手が
けたカリウム・塩分コントロールのポイ
ントや腎臓病レシピなどをまとめた冊子
を活用することで患者の理解が深ま
り，2回目以降の診察においては管理
栄養士に頼らずに食事指導を完結で
きるようになったという。さらに，市民
公開講座を年5回（うち3回はCKD

関連）のペースで開催しており，コロナ
禍においては動画配信に切り替えて
セルフケアに関する情報を発信してい
る。コロナ禍以前には柴崎氏が北海
道各地を訪れ，看護師，保健師，管
理栄養士などを対象にCKDに関する
出前講座を行うなど，CKD対策を支
えるメディカルスタッフの育成にも力を
注いできた。

 「CKDお守りシール」の
 普及に向けて

　北海道医療センターでは，薬剤性
腎障害の予防と患者の病識向上を目
的として，お薬手帳の表紙に貼付する
「CKDお守りシール」（13ページ参照）
の運用を推進している。シールの作成
者である柴崎氏は，「全国各地で配布

されているCKDシールを参考に，腎
機能に応じて3種類（eGFR 60，30，
15mL/min/1.73m2未満→色：黄，
オレンジ，赤）のシールをつくり，オリジ
ナルキャラクターのイラストやeGFRの
数値，シールの色でそれぞれの段階
の腎臓の状態を表現しています」と説
明した。
　現在，CKDお守りシールは北海道
医療センター腎臓内科外来と周辺の
調剤薬局のほか，北大病院，札幌北
辰病院，市立札幌病院でも配布して
おり，さっぽろ北部CKDねっとにおい
ても導入に向けて準備が進められて
いる。「今後は，札幌西CKD連携会
でもCKDお守りシールを紹介し，かか
りつけ医による疾患啓発ツールとしても
シールを活用できるよう普及を進めて
いければと考えています」（柴崎氏）。

西区の先生方にも参加いただくなど範
囲の拡大も検討したいと思っていま
す」（三木氏）。
　さっぽろ北部CKDねっとでは，ホー
ムページ4）を開設し，紹介先となる腎
臓専門医療機関の診療に関する情報
（診療時間，栄養指導・透析導入の
実施状況など）を示した「札幌市東
区・北区・石狩市 腎臓外来表」と，
かかりつけ医と専門医とのあいだで紹
介患者の情報を共有する「CKD患者
診療情報共有シート」（以下，情報共
有シート）を掲載している。情報共有
シートに「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）に示されている「かかりつけ医か
ら腎臓専門医・専門医療機関への紹
介基準」を参考に作成した表を掲載し
た経緯について，三木氏は，「非専門
医にとって紹介基準は毎回確認が必
要ですが，情報共有シート記入時に
シート上で確認することができるので，
とても便利です」と話す。入宇田氏は
「三木先生考案の情報共有シートは，
併診や栄養指導の希望といった専門
医が知りたい情報や再紹介の目安な
ど専門医が伝えたい情報がわかるよう
になっていますので，大変ありがたい

です」と話し，専門医の側からみた使
いやすさもあるとした。

 「さっぽろ北部CKDねっと」における
 専門医とかかりつけ医の役割

　札幌市東区にある勤医協中央病院
は，腎臓内科26床，透析ベッド数40
床である。腎生検を含む精査治療，
内シャント手術，腹膜透析用カテーテ
ル挿入術など腎代替療法の導入から
維持管理までを行い，地域のCKD治
療に貢献している。「当院腎臓内科に
ご紹介いただく患者さんの重症度は，
無症候性蛋白尿から腎機能障害進
行例までとさまざまです。精査の結
果，当院での治療の必要はなく，引き
続きかかりつけ医の先生に診ていただ
くことでコントロール可能と判断される
ことも少なくありません」という入宇田
氏の言葉からは，CKD早期発見・早
期治療介入への意識が地域に根づき
始めていることがうかがえる。
　コロナ禍により教育入院の実施は難
しい状況が続いているが，管理栄養
士による栄養指導や看護師による療
養指導などを外来で組み合わせて行
い，必要に応じて入院管理下での血

圧コントロールやむくみのコントロール，
精密検査などを行っている。
　特に栄養指導には力を入れており，
入宇田氏は受診したすべてのCKD
患者に栄養指導を勧め，管理栄養士
からかかりつけ医へ指導内容をフィー
ドバックしている。かかりつけ医の立場
である三木氏によると，フィードバック
情報の記載内容や記載量は施設や
専門医によって異なり，それぞれの診
療スタイルが垣間見えるという。「患者
さんによって濃密な指導を好む方もい
れば，ポイントを押さえたあっさりした指
導を好む方もいますので，治療継続に
向けてそれぞれの患者さんに合った
専門医につなぐこともかかりつけ医の
大事な役割だと思います」（三木氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 さらなる発展に向けて

　コロナ禍において，さっぽろ北部
CKDねっとではオンライン世話人会を
3ヵ月に1回の頻度で開催し，医療診
療ネットワークの推進に拍車をかける
ための基盤を整えている。入宇田氏
は今後の課題として，「特定健康診査
（特定健診）から医療機関受診へどう
つなげるか，また特定健診受診にいた
らない患者さんをどのように拾い上げ
ていくか，このあたりは行政の力も必
要となりますが，重要な課題と捉えて
います」と指摘する。
　三木氏は，「今後は，専門医への紹
介状況や治療・指導の効果などを
データ化して検証することも必要です。
取り組みの成果や今後の方向性を
ホームページ上で公開するとともに，
行政との連携強化を図っていきたいと
考えています」と話し，ネットワークのさ
らなる発展に向けた動きを加速させる
意向を示した。

 北海道医療センターの
 CKD対策の取り組み

　北海道医療センター腎臓内科では，

 CKD患者の動向
 ～コロナ禍の影響を踏まえて

　透析導入患者数の減少に向けCKD
重症化予防対策の充実が求められる
なか，近年は新型コロナウイルス感染
症が流行し，CKD患者の治療にも影
響を及ぼしていることが推察される。
　西尾氏によると，「当科外来に通う
CKD患者さんは定期的な受診の必
要性を理解されていますので，新型コ
ロナウイルス感染症の流行下でも検査
や治療を受けるために通院されていま
す。一方，コロナ禍でかかりつけ医へ
の受診を控えていた方や閉院・休診
に追い込まれたクリニックに通院できな
くなった方が血圧コントロール不良とな
り，高血圧や腎機能低下をきたした段
階で腎臓内科を受診するケースもみら
れます」という。また，北海道では新型
コロナウイルスに感染した透析患者の
死亡率が全国と比較して高く，2022

年2月24日時点での透析患者におけ
る新型コロナウイルス感染者数は250
人，うち死亡者数は84人である2）。
「北海道でなぜこのような事態になっ
ているのか，透析医療の実態を他府
県と比べるなどして原因を検証する必
要があると考えています」（西尾氏）。

 広大な北海道における
 CKD対策の現状と課題

　北海道の腎臓専門医数は122名
（2021年5月26日現在）3）。北海道の
広いエリアをカバーするには，不足感
が否めない。また，道内にある3つの
大学病院（北海道大学病院，札幌医
科大学附属病院，旭川医科大学病
院）は，いずれも腎臓内科単科の標
榜での診療を行っていないため，所属
する腎臓内科医数が限られると西尾
氏は指摘する。3病院中腎臓内科医
が最も多いのは北海道大学病院（以

下，北大病院）で，現在13名が在籍
している。西尾氏は，「3つの大学病
院に勤務する腎臓内科医が互いに協
力して道内各地の中核病院に赴き，
専門医療が手薄な地域をカバーして
いる状況です」と北海道全体の専門
医不足の深刻さを説明するとともに，
「札幌市内でも専門医が足りていない
のが実情です」と現状を憂える。
　こうした医療資源の不足を補うべ
く，釧路市や札幌市などでは，地域単
位でCKD病診連携ネットワークの構
築が進められている。西尾氏による
と，「二次医療圏ごとに地域特性を活
かした小規模なネットワークを構築する
ことで小回りも利き，発展もしやすいと
いう利点があります」という。「各ネット
ワークにおいてCKD対策を推進する
ことで，透析導入開始時期の先延ば
しや透析導入患者数の減少につなげ
ていきたいと考えています」（西尾氏）。
　また，西尾氏は，CKD対策の一環
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として，全道のかかりつけ医を対象に
病診連携に関するアンケートを実施し
ている。なかには，「基準に該当する
患者さんを専門病院に紹介したのに，
治療もせずにそのまま返された」などの
回答もあった。こうしたわずかな“ず
れ”がかかりつけ医と専門医の連携に
おける最大の課題であり，葛藤が生じ
る場面でもあると西尾氏は指摘する。
「専門医は年齢なども加味しながら，
患者さんに必要な治療を検討していま
す。そのさじ加減を互いに理解するた
めの勉強会が必要かもしれません。気
軽に質問しやすいように，できれば少
人数による対面形式などで行って顔の
見える関係を築き，スムーズな連携に
つなげることが重要です」（西尾氏）。

 北海道全域で標準的な
 CKD治療を提供するために

　西尾氏は，道内各地で開催される
講演会などを通じて医療従事者に
CKD診療の啓発を行うなかで，その
反響に大きな手ごたえを感じている。
西尾氏によると，「特に医師が少ない
地域では，腎臓病療養指導士を含め
看護師，保健師，管理栄養士，薬剤

師の方々が非常に勉強熱心です。塩
分制限や腎代替療法選択に関する質
問が多く寄せられるほか，CKDの治
療薬や腎性貧血に関する治療選択肢
などについても熱心に学んでいます」
という。
　一方，北海道では腎臓専門医不在
の地域が多く，稚内市などのように専
門医派遣による診療支援を実施でき
ていない地域もある。標準的なCKD
治療を提供するには，そうした地域の
かかりつけ医と都市部の専門医がど
のように連携を図るかが鍵を握る。現
在，北大病院と北見赤十字病院で
は，オンライン診療を活用する連携シ
ステム構築に向けた準備が進められ
ている。「患者さんは北見赤十字病院
で定期的に検査を受け，診察時に現
地の医師，看護師と患者さんがいる
診察室と私がいる北大病院の診察室
をオンラインでつなぐという試みです。
このシステムを確立できれば，患者さ
んは現地にいたまま専門医による
CKD診療を受けることができるように
なります。将来的には，さまざまな地域
でこのシステムを構築したいと考えて
います」（西尾氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 取り組み

　「さっぽろ北部CKDねっと」は，二
次医療圏である札幌医療圏を構成す
る札幌市東区および北区と石狩市を
中心に，かかりつけ医・腎臓専門医・
行政の連携体制構築を目指して2020
年4月に設立された医療診療ネット
ワークである。札幌市医師会東区支
部長であり，設立に向け中心的役割
を担った三木氏は，このネットワークに
ついて，「東区には入院可能な急性期
病院が比較的多いため，隣接する北
区や腎臓内科・透析医療の専門クリ
ニックがある石狩市までを主な対象範
囲としています。できるだけ多くの先生
方に参加していただければと考えてい
ます」と話す。
　腎臓専門医療機関としては，札幌
市中央区にあるJR札幌病院も参加し
ている。「JR札幌病院腎臓内科（血液
透析）の吉田英昭先生は，北大病院
の西尾先生とともに北海道全体の
CKD対策を牽引するリーダーです。
お二人に参画いただいているさっぽろ
北部CKDねっとで基盤をつくり，さら
に北海道医療センターのある札幌市

西区を中心とした札幌市内の透析導
入患者数を減らすことを目標に掲げ，
地域の医療機関との連携や住民への
疾患啓発などに積極的に取り組んで
いる。年1回開催する西区のかかりつ
け医を対象とした勉強会「札幌西
CKD連携会」で講師を務める柴崎氏
は，「毎回テーマを変え，紹介基準や
病診連携の進め方，当院で行ってい
るCKD診療などについてお話しして
います。コロナ禍以降はオンライン形
式での開催で，直近の勉強会のテー
マはCKD診療における薬剤の使い
方でした」と振り返る。柴崎氏は，病
診連携の実際について，「紹介基準は
単純に『CKDであること』とし，CKD
患者さんはすべて紹介していただく
ようにしています。紹介後はCKDス
テージG3a（軽度～中等度低下）から
併診を推奨しており，ステージに応じ
た併診頻度の目安（年1回～月1回）
を設定します。また，患者さんをかかり
つけ医のもとへお返しする際には，患
者さんの意向も踏まえながら次回の予
約を入れておくというかたちで進めて
います」と説明し，これを「緩い併診」
と呼称した。「この連携により，早期の
段階で紹介してくださるかかりつけ医
の先生が増えてきていますが，透析
導入直前で専門医にバトンタッチする
方針の先生もまだいらっしゃいますの
で，できるだけ早期に紹介いただき，
緩い併診でつながる関係を多くの先
生方と築いていきたいと考えていま
す」（柴崎氏）。
　また，同科では患者啓発において，
CKDの病識向上や治療の両軸となる
食事療法とセルフモニタリング（体重・
血圧の測定および管理）に重点を置
いて取り組んでいる。柴崎氏が手が
けたカリウム・塩分コントロールのポイ
ントや腎臓病レシピなどをまとめた冊子
を活用することで患者の理解が深ま
り，2回目以降の診察においては管理
栄養士に頼らずに食事指導を完結で
きるようになったという。さらに，市民
公開講座を年5回（うち3回はCKD

関連）のペースで開催しており，コロナ
禍においては動画配信に切り替えて
セルフケアに関する情報を発信してい
る。コロナ禍以前には柴崎氏が北海
道各地を訪れ，看護師，保健師，管
理栄養士などを対象にCKDに関する
出前講座を行うなど，CKD対策を支
えるメディカルスタッフの育成にも力を
注いできた。

 「CKDお守りシール」の
 普及に向けて

　北海道医療センターでは，薬剤性
腎障害の予防と患者の病識向上を目
的として，お薬手帳の表紙に貼付する
「CKDお守りシール」（13ページ参照）
の運用を推進している。シールの作成
者である柴崎氏は，「全国各地で配布

されているCKDシールを参考に，腎
機能に応じて3種類（eGFR 60，30，
15mL/min/1.73m2未満→色：黄，
オレンジ，赤）のシールをつくり，オリジ
ナルキャラクターのイラストやeGFRの
数値，シールの色でそれぞれの段階
の腎臓の状態を表現しています」と説
明した。
　現在，CKDお守りシールは北海道
医療センター腎臓内科外来と周辺の
調剤薬局のほか，北大病院，札幌北
辰病院，市立札幌病院でも配布して
おり，さっぽろ北部CKDねっとにおい
ても導入に向けて準備が進められて
いる。「今後は，札幌西CKD連携会
でもCKDお守りシールを紹介し，かか
りつけ医による疾患啓発ツールとしても
シールを活用できるよう普及を進めて
いければと考えています」（柴崎氏）。

西区の先生方にも参加いただくなど範
囲の拡大も検討したいと思っていま
す」（三木氏）。
　さっぽろ北部CKDねっとでは，ホー
ムページ4）を開設し，紹介先となる腎
臓専門医療機関の診療に関する情報
（診療時間，栄養指導・透析導入の
実施状況など）を示した「札幌市東
区・北区・石狩市 腎臓外来表」と，
かかりつけ医と専門医とのあいだで紹
介患者の情報を共有する「CKD患者
診療情報共有シート」（以下，情報共
有シート）を掲載している。情報共有
シートに「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）に示されている「かかりつけ医か
ら腎臓専門医・専門医療機関への紹
介基準」を参考に作成した表を掲載し
た経緯について，三木氏は，「非専門
医にとって紹介基準は毎回確認が必
要ですが，情報共有シート記入時に
シート上で確認することができるので，
とても便利です」と話す。入宇田氏は
「三木先生考案の情報共有シートは，
併診や栄養指導の希望といった専門
医が知りたい情報や再紹介の目安な
ど専門医が伝えたい情報がわかるよう
になっていますので，大変ありがたい

です」と話し，専門医の側からみた使
いやすさもあるとした。

 「さっぽろ北部CKDねっと」における
 専門医とかかりつけ医の役割

　札幌市東区にある勤医協中央病院
は，腎臓内科26床，透析ベッド数40
床である。腎生検を含む精査治療，
内シャント手術，腹膜透析用カテーテ
ル挿入術など腎代替療法の導入から
維持管理までを行い，地域のCKD治
療に貢献している。「当院腎臓内科に
ご紹介いただく患者さんの重症度は，
無症候性蛋白尿から腎機能障害進
行例までとさまざまです。精査の結
果，当院での治療の必要はなく，引き
続きかかりつけ医の先生に診ていただ
くことでコントロール可能と判断される
ことも少なくありません」という入宇田
氏の言葉からは，CKD早期発見・早
期治療介入への意識が地域に根づき
始めていることがうかがえる。
　コロナ禍により教育入院の実施は難
しい状況が続いているが，管理栄養
士による栄養指導や看護師による療
養指導などを外来で組み合わせて行
い，必要に応じて入院管理下での血

圧コントロールやむくみのコントロール，
精密検査などを行っている。
　特に栄養指導には力を入れており，
入宇田氏は受診したすべてのCKD
患者に栄養指導を勧め，管理栄養士
からかかりつけ医へ指導内容をフィー
ドバックしている。かかりつけ医の立場
である三木氏によると，フィードバック
情報の記載内容や記載量は施設や
専門医によって異なり，それぞれの診
療スタイルが垣間見えるという。「患者
さんによって濃密な指導を好む方もい
れば，ポイントを押さえたあっさりした指
導を好む方もいますので，治療継続に
向けてそれぞれの患者さんに合った
専門医につなぐこともかかりつけ医の
大事な役割だと思います」（三木氏）。

 「さっぽろ北部CKDねっと」の
 さらなる発展に向けて

　コロナ禍において，さっぽろ北部
CKDねっとではオンライン世話人会を
3ヵ月に1回の頻度で開催し，医療診
療ネットワークの推進に拍車をかける
ための基盤を整えている。入宇田氏
は今後の課題として，「特定健康診査
（特定健診）から医療機関受診へどう
つなげるか，また特定健診受診にいた
らない患者さんをどのように拾い上げ
ていくか，このあたりは行政の力も必
要となりますが，重要な課題と捉えて
います」と指摘する。
　三木氏は，「今後は，専門医への紹
介状況や治療・指導の効果などを
データ化して検証することも必要です。
取り組みの成果や今後の方向性を
ホームページ上で公開するとともに，
行政との連携強化を図っていきたいと
考えています」と話し，ネットワークのさ
らなる発展に向けた動きを加速させる
意向を示した。

 北海道医療センターの
 CKD対策の取り組み

　北海道医療センター腎臓内科では，

1） 日本透析医学会. わが国の慢性透析療法の現況 新規導入患者 原疾患 ; 糖尿病性腎症（2015～2020年末）.
 https://docs.jsdt.or.jp/overview/file/2020/pdf/new_introduction_a_primary_disease_diabetic_nephropathy_2015-2020.pdf 
 （2022年3月25日閲覧）
2） 日本透析医学会. 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数（2022年2月25日）．
 https://www.jsdt.or.jp/info/3535.html （2022年3月25日閲覧）
3） 日本腎臓学会. 腎臓専門医名簿 県別専門医人数 2021/5/26現在．
 https://jsn.or.jp/specialist/prefecture-210526.pdf （2022年3月25日閲覧）
4）東区医療介護ネットワーク協議会 さっぽろ北部CKDネット
 http://se-zaitaku-care.jp/network/ckdnet.html （2022年3月25日閲覧）
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 CKD患者の動向
 ～コロナ禍の影響を踏まえて

　透析導入患者数の減少に向けCKD
重症化予防対策の充実が求められる
なか，近年は新型コロナウイルス感染
症が流行し，CKD患者の治療にも影
響を及ぼしていることが推察される。
　西尾氏によると，「当科外来に通う
CKD患者さんは定期的な受診の必
要性を理解されていますので，新型コ
ロナウイルス感染症の流行下でも検査
や治療を受けるために通院されていま
す。一方，コロナ禍でかかりつけ医へ
の受診を控えていた方や閉院・休診
に追い込まれたクリニックに通院できな
くなった方が血圧コントロール不良とな
り，高血圧や腎機能低下をきたした段
階で腎臓内科を受診するケースもみら
れます」という。また，北海道では新型
コロナウイルスに感染した透析患者の
死亡率が全国と比較して高く，2022

年2月24日時点での透析患者におけ
る新型コロナウイルス感染者数は250
人，うち死亡者数は84人である2）。
「北海道でなぜこのような事態になっ
ているのか，透析医療の実態を他府
県と比べるなどして原因を検証する必
要があると考えています」（西尾氏）。

 広大な北海道における
 CKD対策の現状と課題

　北海道の腎臓専門医数は122名
（2021年5月26日現在）3）。北海道の
広いエリアをカバーするには，不足感
が否めない。また，道内にある3つの
大学病院（北海道大学病院，札幌医
科大学附属病院，旭川医科大学病
院）は，いずれも腎臓内科単科の標
榜での診療を行っていないため，所属
する腎臓内科医数が限られると西尾
氏は指摘する。3病院中腎臓内科医
が最も多いのは北海道大学病院（以

下，北大病院）で，現在13名が在籍
している。西尾氏は，「3つの大学病
院に勤務する腎臓内科医が互いに協
力して道内各地の中核病院に赴き，
専門医療が手薄な地域をカバーして
いる状況です」と北海道全体の専門
医不足の深刻さを説明するとともに，
「札幌市内でも専門医が足りていない
のが実情です」と現状を憂える。
　こうした医療資源の不足を補うべ
く，釧路市や札幌市などでは，地域単
位でCKD病診連携ネットワークの構
築が進められている。西尾氏による
と，「二次医療圏ごとに地域特性を活
かした小規模なネットワークを構築する
ことで小回りも利き，発展もしやすいと
いう利点があります」という。「各ネット
ワークにおいてCKD対策を推進する
ことで，透析導入開始時期の先延ば
しや透析導入患者数の減少につなげ
ていきたいと考えています」（西尾氏）。
　また，西尾氏は，CKD対策の一環

1994年北海道大学医学部卒業。1995
年北海道大学医学部附属病院第二内科
（現 北海道大学病院 糖尿病・内分泌/リ
ウマチ・腎臓内科）入局。1996年釧路
赤十字病院内科，1997年北見赤十字
病院内科，2000年市立札幌病院腎臓
内科勤務。2001年米国イェール大学腎
臓内科に研究留学。2006年北海道大
学大学院にて学位取得。2007年独立
行政法人国立病院機構西札幌病院腎臓
内科，2010年北海道大学病院内科Ⅱ
（血液浄化部）助教，2015年独立行政
法人国立病院機構北海道医療センター
腎臓内科勤務。日本内科学会総合内科
専門医・指導医，日本腎臓学会専門医・
指導医，日本透析医学会専門医・指導医。

柴崎跡也
Shibazaki Sekiya

独立行政法人 国立病院機構
北海道医療センター

腎臓内科 医長
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Answer

Question北海道全体におけるCKD重症化予防に向けて，
かかりつけ医にはどのようなことを求めますか。

INTERFACE
腎臓専門医，かかりつけ医がそれぞれの立場から，地域での医療連携の
現状や課題，日常診療で気をつけるべきポイントについて解説します。

西尾先生の回答
腎臓専門医

三木先生からの質問
かかりつけ医

　当科にご紹介いただいた患者さんは，腎炎に対す
る治療が必要な場合などを除いて，精査後は，かかり
つけ医の先生へお返ししています。その後は，血圧
管理などとともに定期的な検査で腎機能を評価し，
悪化傾向がみられたら再紹介いただくことが基本とな
ります。近年は，腎性貧血に対する赤血球造血刺激
因子製剤の投与を自施設で行うかかりつけ医の先生
も増えてきたことから，併診する場合には，通常は病
状により3ヵ月～半年に1回の頻度，病状が落ち着
いている方は1年に1回の頻度で当院を受診してい
ただくようにしています。
　昨今のコロナ禍により，開業医の先生方は発熱
外来やワクチン接種などへの対応に追われる日々が
続いていると思います。そのため，腎臓専門医とかか
りつけ医の先生方とでこまめに情報を共有することが
難しい状況です。最近は，CKDの進行度合いを確
認するための血液検査の間隔が以前よりも空いてい
る印象があります。実際に，前回の検査から1年近く
経って血液検査を行ったところ，血清クレアチニン値
が非常に高くなっていたので，あわてて当科を受診し
たという患者さんもいました。高血圧や脂質異常症な
どに対して処方される薬剤の服用により症状が落ち

着いていると，体調に変化はないと思って過ごしてい
るCKD患者さんも多いのではないかと懸念されます。
　また，新型コロナウイルス感染症の感染拡大にと
もない，病院での感染を恐れて患者さんが受診を抑
制することで，検査を行うタイミングを逃しているケー
スもあると思います。CKD患者さんの経過観察にお
いては，定期的な尿検査と血液検査で腎機能の状
態を評価することが望ましいですが，少なくとも血液
検査を半年以上の間隔を空けずに行い，血清クレア
チニン値やeGFRの悪化が認められた場合には専門
医への紹介を検討していただく必要があると考えてい
ます。
　最近では，血液検査の結果にeGFRが併記され
る場合も増えています。このため，一般市民を対象と
したCKDに関する講演会でも，「eGFRは腎機能が
100点中何点まで悪くなっているかを示すものであ
り，60mL/min/1.73m2未満に下がると注意が必
要です。血液検査の結果を正しく把握して，自分の
体は自分で守りましょう」と伝えています。定期的に血
液検査を受けることの重要性を認識し，CKD治療に
臨む患者さんが増えることを期待しています。

コロナ禍で，CKDの進行度合いを
確認する血液検査の間隔が
空く傾向がみられます。定期的な血液検査などの
実施による腎機能の評価をお願いします。
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Answer

Question

西尾妙織
Nishio Saori

腎臓専門医の
立場から

柴崎先生の回答
腎臓専門医

患者さん向けに作成した小冊子や
オリジナルのCKDシールなどによって，患者さんの
CKDに関する知識や病識が高まったと感じています。

北海道大学病院 
リウマチ・腎臓内科
診療准教授

柴崎跡也　
Shibazaki Sekiya

三木敏嗣　
Miki Toshitsugu

かかりつけ医の
立場から

独立行政法人 国立病院機構
北海道医療センター 
腎臓内科 医長

みきファミリークリニック
院長

　当科では，当院が属する西区を中心に札幌市内の
透析導入数を減らすことを診療目標に掲げ，CKDの
重症化予防に尽力しています。CKDの重症化を防ぐ
ためには，患者さんに病識をもってもらうとともに，治療
に対する理解を深めてもらうことが重要です。そこで，
当科では，CKD患者さん向けにさまざまな疾患啓発
資材を作成しています。
　オリジナルのCKDシールもそのひとつです（13ペー
ジ参照）。現在は，さまざまな種類のCKDシールが全
国各地で活用されています。当科では「CKDお守り
シール」として，CKDステージ別に3種類作成しました。
シールの表面には「stop-CKD」という表記とともに，オ
リジナルキャラクターの「じんくん」と「ぞうくん」のイラス
トと，eGFR値（60，30，15mL/min/1.73m2未満）
が記載されています。記載されているeGFR値が低下
するにつれて，シールの色が黄→オレンジ→赤に変わ
り，キャラクターの表情や顔色も変わるため，自身の腎
機能の状態を視覚的に認識することができます。
　また，CKD患者さん向けの小冊子も作成していま
す。「HMC慢性腎臓病教室」という名称で，これまで
に4冊発行しました。こちらにもオリジナルキャラクター
を登場させ，患者さんが手に取りやすい冊子を目指し

ています。Vol.1ではCKDの疾患概要，食事療法，
日常生活の留意点，薬物療法などについて，Vol.2で
はカリウムコントロールについて，Vol.3では塩分コント
ロールについて解説し，Vol.4では「腎臓病レシピ」とし
て，さまざまな減塩レシピ（12品）を紹介しました。本冊
子は，診察室や待合室に置いているので，患者さんに
自由にお持ち帰りいただけるほか，当院のWebサイト
からもダウンロードできます。このほか，オリジナル料理
レシピの投稿・検索ができるWebサイトに「じんくんぞ
うくんのキッチン」というページを開設して，60品以上
のレシピを公開したり，腎臓病のブログ「わかりやすい
腎臓病」やCKD関連の動画を配信したりしています。
　こうした取り組みの効果もあるのか，以前は病識に
乏しかった患者さんが自身の腎臓の状態を正しく認識
するようになり，CKDの病態や治療に関する患者さん
の理解度も高まっていると感じています。特に冊子を
活用するようになってからは，食事療法について患者さ
んと具体例を挙げた話ができるようになりました。診察
時のコミュニケーションも活発になり，患者さんとの信
頼関係も深まっていることを実感しています。これから
も，さまざまな取り組みを介して，治療に対する患者さん
のモチベーションが向上するよう支援したいと思います。

腎臓専門医の
立場から

患者さん向け資材を活用したことにより，
患者さんの治療に対する考え方などに
変化はありましたか。

三木先生からの質問
かかりつけ医
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Question

CKD Liaison No.278

INTERFACE

三木先生の回答
かかりつけ医

　2008年に札幌市東区でクリニックを開院して以来，
かかりつけ医として内科・小児科の外来診療から訪問
診療までを手がけ，地域の医療と患者さんを支えてきま
した。当院の内科受診者の多くは生活習慣病の患者さ
んです。蛋白尿やeGFR低下を認める患者さんに遭遇
するものの，どのようにアプローチするべきかについて悩
んだ経験がCKD対策に取り組むきっかけになりました。
　札幌市医師会東区支部長であり，また地域における
医療介護連携の推進について中心的役割を担ってき
た立場から，東区医療介護ネットワーク協議会の事務
局として，糖尿病の発症・進展予防を目的とする「さっ
ぽろ北部糖尿病ねっと」と，CKDの早期発見・早期治
療介入による重症化予防を目的とする「さっぽろ北部
CKDねっと」の設立を推進してきました。各領域の専門
医の先生方にご協力いただき，2020年に2つのネット
ワークを同時に立ち上げることができました。いずれの
ネットワークも，かかりつけ医と専門医療機関による医
療連携体制の構築を目指しています。東区内で医療連
携を継続的に実践し，地域の超高齢化なども踏まえな
がら，かかりつけ医が中心となってCKD患者さんを適切
にフォローアップできる体制を整えたいと考えています。
　東区医療介護ネットワーク協議会では，「さっぽろ北
部糖尿病ねっと」と「さっぽろ北部CKDねっと」のほか

に，「さっぽろ北部心不全ネットワーク」「さっぽろ北部
認知症連携の会」「さっぽろ北部摂食嚥下ねっと」
「さっぽろ北部骨粗鬆症リエゾンサービス」などを立ち
上げています。東区では，健康寿命を延伸するため，
「歩行時間増加」「減塩」「健診・検診・歯科健診受
診」という3つのアクションを推進する健康増進プロ
ジェクトを進めており，特定健康診査（特定健診）で受
診勧奨となった場合には，東区医療介護ネットワーク
協議会の各ネットワークと連携することで，糖尿病や
CKDの重症化予防，心不全の発症・進行予防につ
ながることが期待されます。
　さらに，東区全体で栄養指導を一貫して行うシステ
ムが確立されれば生活習慣病などの予防にもつなが
り，地域で健やかに歳を重ねていく環境が整えられる
のではないでしょうか。こうした構想に基づき，「さっぽ
ろ北部CKDねっと」をはじめとする医療連携体制が健
康増進プロジェクトの一助となるよう，東区全体で一
体感をもって取り組んでいきたいと考えています。
　施設間や職種間の垣根を越えてコミュニケーション
をとったり，情報を共有したりという環境が醸成される
ことが理想です。そのためには，ゆっくりでもよいので，
継続して取り組みの成果を形にしていくことが大切だ
と感じています。

札幌市東区を含む
医療診療ネットワーク構築を目指して
立ち上げた取り組みです。東区健康増進プロジェクトの
一助となることを目指しています。

入宇田先生からの質問
腎臓専門医

「さっぽろ北部CKDねっと」の設立経緯と
展望についてお聞かせください。
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Answer

Question

　「さっぽろ北部CKDねっと」は設立から約2年が経

過し，発起人である三木先生のご尽力により活動が

軌道に乗ってきたところだと思います。「さっぽろ北部

CKDねっと」では世話人会を定期的に開催しており，

2020年の立ち上げにあたって行われた第1回目以

降は，コロナ禍の影響でオンライン形式での開催と

なっています。オンライン開催ということもあって多くの

世話人の先生方が会議に参加してくださり，世話人

会を通じて腎臓専門医同士でコミュニケーションをと

る機会も増えました。腎臓専門医には，外来診療を

中心に行っている医師と，入院治療にも対応してい

る医師がいます。腎疾患を精査し，入院治療を行っ

ていくなかで紹介や併診を行うなど，専門医同士の連

携が以前より円滑になったと実感しています。

　コミュニケーションをとることで，より良好な関係を

築くことができますので，今後はかかりつけ医の先生

方とコミュニケーションをとる機会も増やしたいと思っ

ています。CKD診療や情報共有時の問題点などに

ついて，かかりつけ医の先生方と腎臓専門医が話し

合える双方向の研修会を実施できるとよいのではない

かと考えています。かかりつけ医と腎臓専門医による

コミュニケーションの活性化を図ることで，この地域の

連携ネットワークの構築がさらに推進されることを期待

しています。

　一方で，課題としては，行政を含めた連携のあり方

が挙げられます。たとえば，特定健康診査（特定健

診）受診者のうち受診勧奨者をどのように医療機関

の受診につなげるか，あるいは特定健診未受診者の

うちCKDが疑われる患者さんをどのように拾い上げる

かといった問題を解決するには，行政の力が不可欠

です。こうした課題については，行政とともに考えてい

く必要があります。　

　透析導入後の患者さんにQOL（生活の質）を維持

した生活を送っていただくことももちろん大切ですが，

「さっぽろ北部CKDねっと」の最大の目標は，早期に

適切な治療を行ってCKDの重症化を防ぎ，透析導

入に至らせないことです。そのためには，腎機能障害

が進行する前の検尿異常の段階から患者さんを拾い

上げ，高血圧や糖尿病といった基礎疾患のコントロー

ルを踏まえて適切に管理することが重要です。行政

やかかりつけ医の先生方と連携を図り，こうした課題

の克服に取り組んでいきたいと考えています。

入宇田智子
Iriuda Satoko

腎臓専門医の
立場から

入宇田先生の回答
腎臓専門医

公益社団法人
北海道勤労者医療協会
勤医協中央病院 腎臓内科医長/
血液浄化センター長

コミュニケーションの活性化による
円滑な病診連携の構築に
期待しています。課題としては，行政を含めた連携の
あり方を模索することが必要と考えています。

腎臓専門医の立場から，
「さっぽろ北部CKDねっと」への期待と
課題についてお聞かせください。

三木先生からの質問
かかりつけ医
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INTERFACE

　私は，基本的にCKD患者さん全員に栄養指導を受
けていただくことをお勧めしています。当院では，多職
種が関わるCKD教育入院プログラムの立ち上げに向
けて準備を進めていたのですが，コロナ禍で実施が難し
い状況となりました。そのため，外来において管理栄養
士が中心となって栄養指導を行い，看護師による療養
指導と組み合わせて，腎不全への進展予防に取り組ん
でいます。
　現在，当院では腎臓内科医5名（後期研修医1名を
含む）体制でCKD診療を行っており，外来で医師が疾
患や治療の概要について説明した後，看護師と管理栄
養士が患者さんの理解度を確認しながら生活背景など
を聞き取り，療養指導と栄養指導を実施しています。患
者さんから得られた情報や指導の内容については，看
護師と管理栄養士がそれぞれ詳細にカルテに記入しま
すので，診療を継続するうえで非常に助かっています。
　また，すべての患者さんについて多職種合同で検討
できる機会を確保するのが理想ですが，日々の診療の
なかで，十分な時間をとることはなかなか難しいのが現
状です。そのため，当院では，療養指導や栄養指導を
進めるなかで気になる患者さんがいた場合は，先に看
護師と管理栄養士のあいだでディスカッションしたうえで

医師に方針を相談するという方法を採用しています。
当科のスタッフは，異なる職種間で気兼ねなく意見を交
換し合える関係にあり，職種を越えたコミュニケーション
がとりやすい職場環境であると考えています。CKD患
者さんにとってよりよい治療を提供するには，患者さんを
身近で支えるメディカルスタッフが，医師に対しても厳し
い指摘を行える関係をつくることが大事ではないかと
常々感じています。
　当院に通院されているCKD患者さんの大半は栄養
指導を継続して受けていますが，塩分制限が上手にでき
ない，体重コントロールが難しいなどの理由から，栄養指
導を憂鬱に感じている患者さんも一定数いるようです。
患者さんが「栄養指導を受けたくない」「専門医定期受
診を続けたくない」などという気持ちにならないよう，患者
さんの悩みにも耳を傾けながら，継続していただくことを
第一の目標に掲げて，スタッフ一同で取り組んでいます。
　栄養指導や専門医の定期受診では，患者さんのモ
チベーションを保つことが大切です。できるだけポジティ
ブな話をすることを心がけ，患者さんを褒める言葉や「◯
◯したらよい方向にもっていけますよ」という前向きな言
葉，そして笑顔で，患者さんに寄り添った医療を提供で
きるよう努めています。

職種間で気兼ねなく意見を
交換し合える関係を築き，
CKD患者さんに継続して栄養指導や専門医の診察を
受けていただくことを第一目標にスタッフ一同で取り組んでいます。

CKD患者さんの診療にあたって，
メディカルスタッフとの連携で
工夫されていることはありますか。

三木先生からの質問
かかりつけ医

入宇田先生の回答
腎臓専門医
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患者さんが継続して臨むことができる
栄養指導の実施と指導内容に関する情報共有の
推進を引き続きお願いします。

入宇田先生からの質問
腎臓専門医

　当院は専門医の先生方との連携が良好に進んで
いるので問題ないのですが，地域の病診連携を円滑
に進めるためにお願いしたいことが2点あります。
　1点目は，栄養指導に関して，食事内容を厳しく制
限するだけの“ダメダメ指導”にならないことです。糖
尿病患者さんの栄養指導においては，「あれも食べて
はダメ，これも食べてはダメ」と言われると，「食べられる
ものがなくなるのではないか」と患者さんが不安に感じ
てしまい，栄養指導を継続して受けることができなくな
る傾向がみられます。栄養指導では食べ方のコツや
調理の工夫，レシピ紹介を取り入れるなどして，患者さ
んへの指導や支援を継続して行うことが望ましいと考
えています。患者さんが栄養指導を前向きに捉えて，
その後のモチベーションを維持できれば，「また栄養指
導を受けに行ってみよう」という気持ちが芽生え，好循
環をもたらすのではないでしょうか。
　2点目は，専門医・専門医療機関とかかりつけ医・
薬局間におけるコミュニケーションの推進です。札幌
市東区全体が一つの医療機関に見えるくらいに，さま
ざまな垣根を越えて情報を共有できることが理想と考
えています。たとえば，当院からCKD患者さんを専門
医療機関に紹介した場合に，紹介先医療機関の管

理栄養士とかかりつけ医の私がもっと気軽にコミュニ
ケーションをとる，あるいは専門医療機関の薬剤師と
かかりつけ薬局の薬剤師が情報を共有するなど，専門
医療機関内で行われているような多職種間の連携を
地域単位でも実践できればと考えています。
　東区医療介護ネットワーク協議会の取り組みのひ
とつである「さっぽろ北部 ICT（information and 
communication technology）ネットワーク」では，プ
ライベートSNS（social networking service）を用い
て，患者さんの情報を医療・介護関係事業者間で共
有しています。プライベートSNSはパブリックSNSと
は異なり，あらかじめ決められた範囲の連携体のみで
情報を共有できるシステムです。こうしたシステムを活
用し，専門医療機関で行われた栄養指導などの内容
について，同じCKD患者さんに携わっている地域の
医療関係者全員で共有できるようになると，効率よく
必要な情報が伝わるようになります。そして，ゆくゆくは
医療関係者の働き方改革につながる取り組みへと成
長するよう，地域で協力しながら，まずは基礎となる病
診連携システムをCKDで構築し，糖尿病をはじめ他
疾患の病診連携体制構築にも波及させていきたいと
考えています。

CKD患者さんの紹介先となる
専門医・専門医療機関に対しての
要望があればお聞かせください。

三木先生の回答
かかりつけ医
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三木敏嗣 みきファミリークリニック 院長

さっぽろ北部CKDねっと

クリニカルパス・その他ツール

さっぽろ北部CKDねっとの「CKD患者診療情報共有シート」と
導入予定の「CKDお守りシール」をご紹介します。

医療診療ネットワーク

地域の医療介護の関連機関

CKDの精査
栄養指導
特定健診の受診勧奨の
患者さんを
腎臓専門医に紹介

栄養指導終了後逆紹介
特定健診の受診勧奨の
患者さんを
かかりつけ医に紹介

糖尿病内科
（さっぽろ北部
糖尿病ねっと）

循環器科
（さっぽろ北部

心不全
ネットワーク）

関連専門医

　「さっぽろ北部CKDねっと」（図1）は，主に札幌市東区，
北区，石狩市におけるかかりつけ医・腎臓専門医・行政の
連携体制構築を目指して2020年4月に立ち上げた取り
組みです。連携ツールのひとつである「CKD患者診療情
報共有シート」（図2）には，「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）の紹介基準を参

考に作成した表を掲載し，該当する項目にチェックを入れ
ることができるようになっています。また，併診や栄養指
導の希望といった専門医が知りたい情報や，再紹介の目安
など専門医が伝えたい情報を1枚のシートで共有できるた
め，診療情報提供書とあわせて活用していただきたいと考
えています。

　今後，さっぽろ北部CKDねっと
では，北海道医療センター腎臓内
科医長の柴崎跡也先生が考案さ
れた「CKDお守りシール」（図3）
を導入し，調剤薬局との連携を図
る予定です。シールは腎機能別に
3種類あり，お薬手帳の表紙に貼
付して薬剤性腎障害の予防につ
なげます。

Miki Toshitsugu

入宇田智子 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 腎臓内科医長/血液浄化センター長
Iriuda Satoko

図1 さっぽろ北部CKDねっと

かかりつけ医

訪問看護ステーション 調剤薬局 ケアマネジャー 介護保険
サービス事業所

逆
紹
介

紹
　
介

専門的診療が可能な病院

行 政

札幌市健康福祉局
健康推進担当課
各区健康・子供課
（40 -64歳）
各区保健福祉課
（65歳‒）

特定健診・特定保健指導
各区健康教育講座

地域包括支援センター
介護予防センターとの協働

ポピュレーションアプローチ
要指導者のfollow
受診勧奨
各区保健センターと
保健福祉課の事業に繋げる
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クリニカルパス・その他ツール

　「さっぽろ北部CKDねっと」（図1）は，主に札幌市東区，
北区，石狩市におけるかかりつけ医・腎臓専門医・行政の
連携体制構築を目指して2020年4月に立ち上げた取り
組みです。連携ツールのひとつである「CKD患者診療情
報共有シート」（図2）には，「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）の紹介基準を参

考に作成した表を掲載し，該当する項目にチェックを入れ
ることができるようになっています。また，併診や栄養指
導の希望といった専門医が知りたい情報や，再紹介の目安
など専門医が伝えたい情報を1枚のシートで共有できるた
め，診療情報提供書とあわせて活用していただきたいと考
えています。

　今後，さっぽろ北部CKDねっと
では，北海道医療センター腎臓内
科医長の柴崎跡也先生が考案さ
れた「CKDお守りシール」（図3）
を導入し，調剤薬局との連携を図
る予定です。シールは腎機能別に
3種類あり，お薬手帳の表紙に貼
付して薬剤性腎障害の予防につ
なげます。

図3 CKDお守りシール

図2 CKD患者診療情報共有シート

紹介年月日

カルテNo.

患者氏名

患者住所

紹介目的

併診希望

紹介基準

患者情報

生活習慣指導

お返事

診断

薬剤変更

CKD患者診療情報共有シート  かかりつけ医⇔ 専門医 紹介用
さっぽろ北部CKDねっと 標準様式

年               月             日                          返信年月日             　 年               月             日
【かかりつけ医】 【紹介先医療機関】
名称 所在地 紹介 名称 所在地

電話番号 電話番号

フリガナ
氏名                                                    男    女             年         月       日生  （           ）歳

〒
tel.

医師氏名 返信 医師氏名

カルテNo.

担当医： 　年　　　 　月　　　　 日担当病院：

□通院不要　　　□以下のいずれかを呈しましたら、再紹介をお願い致します。（□詳細は診療情報提供書に記載します）

□あり　　□なし

栄養指導を実施している　　□あり　　□なし 栄養指導を希望する　　□あり　　□なし

依頼

に紹介基準に該当する項目をcheckしてください。

検査所見　データ添付　□なし　□あり（□採血　□尿検査　□腹部CT　□エコー）                   回分データ

腎臓病の家族歴（2親等以内）　□あり　　□なし　　　□不明

発症からの経過（いつから変化があったか）

現在 かかりつけ医 ➡ 専門医へのご依頼

□　　　　　か月後に再紹介をお願い致します。
□血清クレアチニン値 または eGFRの悪化（ ）
□血清K値（　　　　　　　）mEq/L以上
□体重増加、浮腫、心不全症状（ ）
□たんぱく尿の増加 （ ）
□血圧のコントロール不良　（ ）
□その他（ ）

フリーコメント

□あり（□詳細は診療情報提供書に記載します）　　□なし

記
載

専
門
医

記
載

か
か
り
つ
け
医

原疾患 蛋白尿区分 A1 A2 A3

糖尿病

高血圧
腎炎
多発性嚢胞腎
移植腎
不明
その他

尿アルブミン定量
（mg/日）

尿アルブミン/Cr比
（mg/gCr）

正常 微量アルブミン尿

30～29930未満

0.15未満

正常
（－）

軽度蛋白尿
（±）尿蛋白定量

（g/日）
尿蛋白/Cr比
（g/gCr）

G3b

G4

G5

≧90正常または高値G1

G2

G3a

正常または軽度低下

軽度～中等度低下

60～89

45～59

中等度～高度低下

高度低下

末期腎不全（ESKD）

GFR区分
（mL/分/
1.73㎡）

40歳未満は紹介

30～44

15～29

＜15

血尿+なら紹介

血尿+なら紹介

0.15～0.49

顕性アルブミン尿

300以上

高度蛋白尿
（＋～）

0.50以上



施設紹介

CKD Liaison No.2714

　 地域におけるCKD診療の中心的役割を担う

─貴院の位置づけと腎臓内科の体制について教えてく
ださい。
鈴木　当院は，愛知県の西部に位置する海部医療圏の
基幹病院です。地理的に三重県および岐阜県と接する
環境にあるため，県境を越えて多くの患者さんが受診さ
れます。
　愛知県は，腎臓専門医数が全国平均を上回っていま
すが，循環器や消化器，呼吸器の専門医などと比較する
とかなり少ない状況です。近隣を見渡しても，腎臓専門
医が常勤する施設は限られているため，他の医療機関と
連携しながら，CKD患者さんに対する専門診療を行っ
ています。
　当院の腎臓内科は医師6名の体制で，2020年の診
療実績は，年間新規入院患者数424人，血液透析（HD）
導入者数34人，腹膜透析（PD）導入者数2人で，シャ
ント手術67件に加え，PD関連手術16件も行っている
のが大きな特徴かと思います。
　血液浄化センターは，腎臓内科と兼任の医師6名に加
え，看護師11名，臨床工学技士5名（ローテーションに
より常時2名従事），管理栄養士2名（ローテーションに
より常時1名従事）の体制で，入院患者さんを中心に
HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

〒498 -8502 愛知県弥富市前ケ須町南本田396番地  https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/

　海南病院（540床）は，1938年の開設以来，長きに
わたり地域住民の健康を支えてきた。現在は31の診療
科を擁し，3次救急をはじめとする高度急性期医療を提供
しながら，愛知県西部から三重県北勢地域における地域
中核病院の役割を担っている。CKD診療においては，従
来から腎臓内科で血液透析のシャント関連手術を行って
きたが，2010年以降は腹膜透析関連手術もすべて腎臓
内科医が担い，偏りのない腎代替療法の実現を目指して
いる。多職種による充実したチーム医療体制のもと，患者
志向のCKD診療を追求する副院長/臨床研修部長/腎臓
内科代表部長の鈴木聡先生と血液浄化センター看護係長
の服部仁美氏に，取り組みの現状や課題について伺った。

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合

JA愛知厚生連海南病院
鈴木聡
Suzuki Satoshi

副院長/臨床研修部長/
腎臓内科代表部長 　2004年看護学校卒業。愛知県

内病院勤務を経て，2009年より
JA愛知厚生連海南病院腎臓内科・
呼吸器内科混合病棟に配属。2011
年よりPDプロジェクトメンバーに参
加，2012年日本腹膜透析医学会認
定CAPD指導看護師取得，2013
年血液浄化センター配属，2015年
透析看護認定看護師取得，2020年
より現職。

　1995年名古屋大学医学部卒業。同年JA愛
知厚生連更生病院（現 安城更生病院）にて研修
後，1997年同病院腎臓内科。2001年名古屋
大学医学部附属病院腎臓内科，2004年JA愛知
厚生連海南病院腎臓内科医長兼透析センター長，
2016年臨床研修部長，2019年副院長，現在
に至る。日本内科学会認定内科医・総合内科専門
医・指導医，日本腎臓学会専門医・指導医，日本
透析医学会専門医・指導医，日本腹膜透析医
学会認定医，日本救急医学会認定ICLS・
BLSコースインストラクター，日本内科
学会JMECCインストラクター。

服部仁美
Hattori Hitomi

血液浄化センター 看護係長

らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。

質の高いチーム医療により，偏りのない腎代替療法の実現を目指す
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　 地域におけるCKD診療の中心的役割を担う

─貴院の位置づけと腎臓内科の体制について教えてく
ださい。
鈴木　当院は，愛知県の西部に位置する海部医療圏の
基幹病院です。地理的に三重県および岐阜県と接する
環境にあるため，県境を越えて多くの患者さんが受診さ
れます。
　愛知県は，腎臓専門医数が全国平均を上回っていま
すが，循環器や消化器，呼吸器の専門医などと比較する
とかなり少ない状況です。近隣を見渡しても，腎臓専門
医が常勤する施設は限られているため，他の医療機関と
連携しながら，CKD患者さんに対する専門診療を行っ
ています。
　当院の腎臓内科は医師6名の体制で，2020年の診
療実績は，年間新規入院患者数424人，血液透析（HD）
導入者数34人，腹膜透析（PD）導入者数2人で，シャ
ント手術67件に加え，PD関連手術16件も行っている
のが大きな特徴かと思います。
　血液浄化センターは，腎臓内科と兼任の医師6名に加
え，看護師11名，臨床工学技士5名（ローテーションに
より常時2名従事），管理栄養士2名（ローテーションに
より常時1名従事）の体制で，入院患者さんを中心に
HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合
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らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。

※1 stepwise initiation of peritoneal dialysis using moncrief and 
popovich technique。カテーテル挿入手術と腹膜透析開始（導入）とを分けて
行う段階的導入法。カテーテル留置時に出口を作製せずいったん皮下に埋没し，
透析開始時に出口部を作製してPDを開始する。

※2 short term PD induction and education technique。カテーテル挿入手
術と腹膜透析開始（導入）とを分けて行う段階的導入法。カテーテル留置の際，
カテーテルの先端を体外に出しておく点がSMAPと異なる。

※3 catheter repair by a forefinger。示指挿入矯正法。

※4 peritoneal wall anchor technique。腹膜壁アンカー技術。

※5 subcutaneous pathway diversion。出口部変更術。
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　 地域におけるCKD診療の中心的役割を担う

─貴院の位置づけと腎臓内科の体制について教えてく
ださい。
鈴木　当院は，愛知県の西部に位置する海部医療圏の
基幹病院です。地理的に三重県および岐阜県と接する
環境にあるため，県境を越えて多くの患者さんが受診さ
れます。
　愛知県は，腎臓専門医数が全国平均を上回っていま
すが，循環器や消化器，呼吸器の専門医などと比較する
とかなり少ない状況です。近隣を見渡しても，腎臓専門
医が常勤する施設は限られているため，他の医療機関と
連携しながら，CKD患者さんに対する専門診療を行っ
ています。
　当院の腎臓内科は医師6名の体制で，2020年の診
療実績は，年間新規入院患者数424人，血液透析（HD）
導入者数34人，腹膜透析（PD）導入者数2人で，シャ
ント手術67件に加え，PD関連手術16件も行っている
のが大きな特徴かと思います。
　血液浄化センターは，腎臓内科と兼任の医師6名に加
え，看護師11名，臨床工学技士5名（ローテーションに
より常時2名従事），管理栄養士2名（ローテーションに
より常時1名従事）の体制で，入院患者さんを中心に
HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合

らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。

図1 オリジナルの患者指導用パンフレットとDVD 
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　 地域におけるCKD診療の中心的役割を担う

─貴院の位置づけと腎臓内科の体制について教えてく
ださい。
鈴木　当院は，愛知県の西部に位置する海部医療圏の
基幹病院です。地理的に三重県および岐阜県と接する
環境にあるため，県境を越えて多くの患者さんが受診さ
れます。
　愛知県は，腎臓専門医数が全国平均を上回っていま
すが，循環器や消化器，呼吸器の専門医などと比較する
とかなり少ない状況です。近隣を見渡しても，腎臓専門
医が常勤する施設は限られているため，他の医療機関と
連携しながら，CKD患者さんに対する専門診療を行っ
ています。
　当院の腎臓内科は医師6名の体制で，2020年の診
療実績は，年間新規入院患者数424人，血液透析（HD）
導入者数34人，腹膜透析（PD）導入者数2人で，シャ
ント手術67件に加え，PD関連手術16件も行っている
のが大きな特徴かと思います。
　血液浄化センターは，腎臓内科と兼任の医師6名に加
え，看護師11名，臨床工学技士5名（ローテーションに
より常時2名従事），管理栄養士2名（ローテーションに
より常時1名従事）の体制で，入院患者さんを中心に
HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合

施設紹介 JA愛知厚生連 海南病院

らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。
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2013年8月より名称を血液浄化センターに変更し，新棟3階にリニューアルオープンした透析室．フロア内には柱がなく，スタッフ
ステーションとの間は強化ガラスを使用することで，ベッド間隔を広げ，見通しや感染対策，プライバシーに配慮した空間となっている．

　 地域におけるCKD診療の中心的役割を担う

─貴院の位置づけと腎臓内科の体制について教えてく
ださい。
鈴木　当院は，愛知県の西部に位置する海部医療圏の
基幹病院です。地理的に三重県および岐阜県と接する
環境にあるため，県境を越えて多くの患者さんが受診さ
れます。
　愛知県は，腎臓専門医数が全国平均を上回っていま
すが，循環器や消化器，呼吸器の専門医などと比較する
とかなり少ない状況です。近隣を見渡しても，腎臓専門
医が常勤する施設は限られているため，他の医療機関と
連携しながら，CKD患者さんに対する専門診療を行っ
ています。
　当院の腎臓内科は医師6名の体制で，2020年の診
療実績は，年間新規入院患者数424人，血液透析（HD）
導入者数34人，腹膜透析（PD）導入者数2人で，シャ
ント手術67件に加え，PD関連手術16件も行っている
のが大きな特徴かと思います。
　血液浄化センターは，腎臓内科と兼任の医師6名に加
え，看護師11名，臨床工学技士5名（ローテーションに
より常時2名従事），管理栄養士2名（ローテーションに
より常時1名従事）の体制で，入院患者さんを中心に
HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合

らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。

※6 看護師の能力開発・評価のシステム。看護師の看護実践能力を段階的に表して
各段階において期待される能力を示し，到達度によって看護師の能力が示される。
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HDおよびPDの通院患者さんにも対応しています。
PDの患者さんの場合，採血や画像検査の結果を待つ時
間を利用して血液浄化センターに来てもらい，その間に
スタッフが患者さんへの指導を行っています。
服部　当院の血液浄化センターでは，管理栄養士が
ローテーションで1名栄養指導に従事しています。多く
の施設では，おそらく患者さんが栄養指導室などに行っ
て指導を受けるのが一般的かと思いますが，当院の場合
は，血液浄化センターに管理栄養士が来て，検査結果な
どを確認しながら栄養指導を行っています。また，看護
師は30分以上かけて丁寧に患者さんの生活状況を聴
き取り，在宅中の問題点の洗い出しなどを行います。
鈴木　こうした情報を共有したうえで，最後に医師が診
察に臨みます。医師，看護師，管理栄養士が時と場所を
同じくして診療を行っていますので，さまざまな視点から
の診療・指導が可能です。1ヵ所にスタッフが集結する
ことで患者さんに関する情報を共有しやすくなり，医師は
看護師や管理栄養士と事前のすり合わせを行いながら患
者さんを診察し，さまざまな問題解決につなげています。

　 偏りのない腎代替療法の実践

─これまでに多くのPD導入実績がありますが，その背
景について教えてください。
鈴木　当院の年間PD導入者数は2017年が12人，
2018年と2019年がそれぞれ10人，2020年が2
人ですが，2010年以前は年間1～2人程度でした。た
だ，ちょうど2010年あたりからPDファーストの概念が
登場し，高齢者に対するPDの考え方も変化するなど
PDの世界でパラダイムシフトが起きていました。
　腎臓内科を選択する若い医師が増えていた時期でも
あり，彼らには，HD，PD，腎移植という腎代替療法につ
いて，偏りなく学んでほしいと考えるようになりました。
若い医師も興味をもって積極的に取り組むようになり，
腎代替療法の選択肢のひとつとして，徐々にPD導入数
が増えていきました。
　PD導入数が増えたことにより，患者さんへの指導体
制などを整える必要を感じたため，病棟看護師と血液浄
化センター（当時は透析センター）の看護師にも加わっ
てもらい，2011年に『Kainan PD Project Team（海
南PDプロジェクトチーム）』を立ち上げました。服部さ
んにも，このプロジェクトチーム立ち上げのときから参加
してもらっています。これには，組織的なチーム医療体
制の構築に向けた枠組みづくりの意味もありました。
　また，それまでは外科に依頼していたPD関連手術
（SMAP※1，SPIED※2，CRF※3，PWAT※4，SPD※5，
抜去術）についても，腎臓内科医が行うことにしました。
もともと当院では，HDのシャント関連手術を腎臓内科
で行っていました。そうした経験もあり，PD関連手術に
ついても，患者さんの身体状況などを日頃から把握して
いる腎臓内科医が行うほうが導入後の使い勝手がよく，
より安全で安定したPDを実現できると考えたのです。
　そこで，当時すでに腎臓内科医によるPD関連手術の

な方には腎移植をお勧めしています。腎移植後は免疫抑
制薬の服用が必要となり，高血圧や糖尿病，感染症など
にも注意が必要ですが，透析のための拘束時間がなく
なって通院回数も少なくなり，自由に時間を使えるよう
になります。水分や食事の制限も緩やかなので，患者さ
んの日常生活上のメリットは大きいと思います。
　また，医学的観点からも，HDやPDは腎臓の機能を
完全に補うものではなく，代替できる腎臓の機能は，血
液透析で10％程度，腹膜透析で5％程度とされている
のに対し，腎移植では50％程度とされています1）。透
析を継続することで生じる合併症の進行を抑制すること
もでき，生命予後の観点からもメリットは大きいといえる
でしょう。
　ただ，日本の場合，献腎移植により移植を受けた人の
平均待機日数は約15年と長く2），腎移植の多くは生体
腎移植で，親，子，兄弟などの親族，または血液型の異
なる配偶者からの提供も増えています。臓器提供者（ド
ナー）側にもさまざまな背景があるため，HD，PD，腎
移植それぞれのメリットとデメリットをお伝えし，患者さ
んやご家族が納得できる療法選択をサポートしていきた
いと考えています。

─腎代替療法選択のタイミングについては，どのように
お考えですか。
鈴木　CKD重症度のステージG4，eGFRが30mL/ 
min/1.73m2を切った時点が望ましいと考えています。
ただ，その時点では，ほとんどの患者さんは自覚症状が
ありません。腎性貧血や電解質異常などが現れてきます
が，これもゆっくり進むと体が慣れてしまい，患者さんが
自覚することが難しい症状です。そのため，なかなか透
析や腎移植を自身の問題として捉えられない患者さんが
多いと感じています。
　そこで，まずステージG4に入った段階でいったん腎
代替療法の話をしておき，身体障害者手帳のじん臓機能
障害4級（血清クレアチニン濃度目安3.0mg/dL以上
5.0mg/dL未満）の申請が可能になった時点で，あらた
めて詳しく説明するようにしています。
　認定基準に該当した場合，愛知県では医療費がかなり
減免され，患者さんの経済的負担は軽くなります。身体
障害者という言葉の響きから，患者さんの受けとめ方も
変わってくるようなので，「いまはまだ腎臓を温存できて
いますが，この先，腎機能がさらに低下すると透析や腎

移植が必要になるので，その話をしていきましょうか」と
いう流れで説明することもあります。腎代替療法の説明
については，適したタイミングが患者さんごとに異なる
ため，その見極めも重要だと思います。
服部　腎代替療法選択については，当初の受容の程度
は患者さんによってさまざまです。医師の話を受けとめ
きれず心構えができていない方の場合には，最初は話を
お聞きするだけの時間をとることもあります。

─SDM（shared decision making）の実践では，ど
のようなことが重要でしょうか。
鈴木　従来のインフォームドコンセントはもちろん重要
な概念ですが，情報の流れが一方向になるという問題
もあります。医療者がメリットだけでなくデメリットも含
めて患者さんに情報提供し，説明と同意というかたちで
患者さんが選択することになります。しかし，現実問題
として，医療に詳しくない患者さんが提供された情報を
正しく理解し，自力で最適な治療法を選ぶのは難しいと
思います。
　SDMの場合には，医学的エビデンスだけでなく，患
者さんやご家族の考え，生活背景など，患者さんの物語
を含めて医療者と患者さんが双方の情報を共有し，一緒
に考えながら意思決定することが可能です。

実績があった病院へ見学に行って手技を学び，最終的に
は当院の外科の先生方とも話し合って，PD関連手術は
すべて腎臓内科医が行うことになりました。現在は，若
手でも，保存期から関わっていた腎臓内科の主治医が執
刀する体制が構築されています。

─PDに適している患者像については，どのようにお考
えですか。
鈴木　腎代替療法選択時に，患者さんがどの療法に適し
ているかという観点から考え始めることはあまりないで
すね。一般的に，PDについては，自己管理が可能という
ポジティブセレクション，動脈硬化などが進んでおりHD
が困難といったネガティブセレクションがあるかと思いま
すが，われわれは，患者さんやご家族が生活状況も含め
て決定された希望にできるだけ寄り添いたいと考えてい
ます。ご高齢の方でも若い方でも，腹部手術をした方で
もそうでない方でも，HD，PDどちらも選択していただ
けるよう配慮しています。
　実際に，患者さんが選択した療法に対し，われわれが
別の療法を勧めることはほとんどありません。ただ，腹
部手術の既往歴があり，患者さんにPD導入は困難かも
しれないと事前に説明していたケースで，癒着があり腹
部にPD用カテーテルの挿入ができなかったことは，過

去に2件だけありました。
服部　PDを選択された患者さんには，腹部へのカテー
テル留置が終了したときから，血液浄化センターで導入
期の指導を開始します。その後，PDを開始する際に入
院してもらって出口部を作製し，入院中には病棟看護師
が患者さんへの指導を行います。最終確認を経て退院
後は，引き続き血液浄化センターの外来で在宅療養指
導にあたっています。
　合併症などのリスクを軽減するためにも，患者さんや
ご家族には確実にPDの管理方法を習得してもらう必要
があります。そこで，当院では，独自の指導用パンフレッ
トやDVDを作成して患者さんやご家族への説明に活用
しています（図1）。
　高齢患者さんのなかには，新しいことを覚えるのが苦
手な方もいます。それぞれの患者さんの理解力や習熟
度に合わせ，どこまでできているのかなどを一緒に確認
し，フィードバックすることを大切にしています。患者さ
んやご家族に管理方法を正しく習得してもらうことで，安
定したPDの維持を実現できていると思います。

─腎移植外来で移植後管理されていますが，腎移植に
ついてのお考えをお聞かせください。
鈴木　腎代替療法選択の際，絶対的な禁忌がなく可能

もあるかもしれません。どこかで関わる機会をもち，自
身の経験として理解していくことが重要で，その経験を
得る場として当院の研修を活用してもらえればと考えて
います。
服部　教育研修については，参加する外部の医師や看
護師から，実際の患者さんとの接し方を見学したいとい
う声が多く寄せられていました。そこで，なるべく見学時
間の多いプログラムを目指してきましたが，新型コロナ
ウイルス感染症流行の影響で，現在はWeb研修の形式
をとらざるを得ません。Webでもなるべく実際の体験に
近い研修内容となるよう，試行錯誤を重ねています。
鈴木　また，できるだけ参加者のニーズに沿った研修を
心がけています。施設規模，患者数，診療環境などに
よって抱えている問題が異なるため，自施設にフィード
バックできる学びが1つでも多くなるような研修を提供
していきたいと思っています。

　 保存期の指導から透析管理まで，
　 包括的CKD診療を目指して

─残された課題や今後注力したい取り組みについてお
聞かせください。
鈴木　腎代替療法をはじめ，CKD患者さんの診療にお
いて，看護師は大きな役割を担っていますが，看護部は
院内での人事異動があるため，数年ごとに異動がありま
す。腎臓領域に興味をもち，HDやPDを理解する看護
師が育っても，数年経つと別の病棟などに異動してしま
うのが悩みでした。
　そこで，考え方を切り替え，看護師が別の病棟に異動
しても，その病棟に透析患者さんが入院した場合に安心
して任せられると捉えることにしたのです。
　たとえば，PDの患者さんが骨折した場合，骨折治療
は整形外科医が行うものの入院は腎臓内科の病棟とい
うことがしばしばありますが，透析に詳しい看護師が整形
外科の病棟にいれば，透析患者さんは安心して入院でき
ます。現在，各病棟でそのような体制が整いつつあり，
院内での連携に不安はない状況です。
　また，PDは在宅療法のため，遠隔から効果をモニタ
リングする遠隔医療が現在，注目を集めています。そう
したオンラインシステムの活用も有用ですが，一方で，
地域のクリニックや訪問看護ステーションとの連携を深
めることも，患者さんに安心してPDを導入・維持しても

服部　SDMはとても重要な概念だと思います。患者さ
んが主体的に腎代替療法の選択に関わることで，導入後
の患者さんの満足度も高くなることが期待できます。た
だ，SDMを実践するにあたっては，医療者側に知識やス
キルが十分備わっていることが前提となります。
　医学的知識の習得も大切ですが，SDMでは患者さん
の考えや希望を引き出すコミュニケーションスキルが必
要です。誰にでも容易にできることではなく，単純に方
法を伝えられることでもないので，SDMを実践できる
スタッフの育成が重要と感じています。
　当初は，医師と透析看護認定看護師を取得していた私
とで患者さんへの指導を担っていましたが，患者さんが
増えたこともあり，指導に加わる看護師を徐々に増やしま
した。現在では，血液浄化センターのスタッフの約7割
は，患者さんへの説明を行えるようになっています。ま
た，そのことで患者さんへの説明にばらつきが生じてはい
けないので，最近はスタッフ育成用のプログラムを作成
し，クリニカルラダー※6の活用により実践能力を段階的に
確認するなど，一定の水準を保てるようにしています。

　 教育研修医療機関としての取り組み

─日本腹膜透析医学会の教育研修医療機関として，研
修の意義についてどのようにお考えですか。
鈴木　かつて，他の教育研修医療機関を見学した際に，
本当に大きな学びを得ることができました。その施設で
は，独自の工夫を凝らした患者さん向けの教材をたくさ
ん作成していました。そのこと自体，目からうろこが落ち
る思いでしたが，見学後，それら一式のデータを収めた
CD-ROMを手渡されたのには大変驚きました。苦労し
て作成されたものを簡単に受け取ってよいのかと躊躇し
ていたところ，その施設の先生は，「いろいろなところで
使ってもらえばいいし，何か新しく作ったらまた教えてほ
しい」と快く共有してくださいました。教育の在り方とい
うものを教えてもらった気がして，これはどこかで恩返し
をしなければと思いました。
　その後，当院で教育システムを構築していくなかで，
今度はわれわれが学んだことを他の施設にも還元すべき
だという思いを強くし，教育研修医療機関になることを
目指しました。
　腎臓内科医でも，PDや腎移植を経験したことのない
医師がいます。経験がないと，自分の患者さんに腎代
替療法について自信をもって説明するのが難しい場合
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らうためには必要です。他の施設を含めた地域での体制
づくりも，今後の課題と考えています。
服部　現在は，保存期CKDの患者さんへの指導にも力
を入れています。2020年からは「そらまめ外来」を開
設し，腎機能低下抑制を目的とした禁煙，食事，運動な
ど患者さんの生活習慣の見直しに取り組んでいます。外
来を利用する患者さんが増えれば，対応するスタッフも
さらに必要となりますので，今後は，保存期CKDにも対
応できる人材育成とそのためのプログラムづくりが課題
と考えています。
鈴木　CKD患者さんの診療は，多職種によるチーム医
療で成り立っています。医師だけでなく，看護師をはじ
め管理栄養士，臨床工学技士，薬剤師などさまざまな職
種が専門知識を活かして患者さんに接し，情報を共有す
ることが，専門性の高いCKD診療の提供につながると
思います。
　これまで当院は，HDおよびPDの導入・維持や腎移
植後管理の取り組みに尽力してきましたが，患者さんが
透析や移植に至らない状態を長く維持することも大切で
す。残腎機能維持のための保存期CKD診療もさらに強
化し，包括的なCKD診療の実現を目指していきたいと
思います。
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