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1 .透析治療と合併症

下条文武
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はじめに

慢性腎不全患者に対する人工透析治療が臨床

に普及し，現在では維持透析により社会復帰し

ている長期透析患者が著しく増加した.

近年，透析治療の目標が延命のみではなく知

何に合併症を予防し QOLの向上を保つかという

視点に変わってきた.しかしながら，未解決の

透析合併症も多く，特に長期透析に合併するア

ミロイドーシスや動脈硬化・栄養障害などに対

する治療法の確立は新たな課題である.

1. 透析治療の現況

日本透析医学会の集計 1) によれば，慢性維持透

析患者数は 2000 年末の時点で 206.134 人にのぼ

り，前年より 8，921 人の増加をみた(表 1). わが

国における人口当たりの透析患者の比率は世界

ーであり，国民 616 人に一人が透析患者である

までに普及した.さらに， 10 年以上の透析歴を

もっ患者数も 47.125人と全体の 1/4 を占め，長

期透析患者の増加という新たな時代に入った.

最長透析歴は 34 年の 59 歳の患者である.現在，

患者の平均年齢も上昇の一途にあり 61.19歳の高

齢化にある.また，最近の特徴は，糖尿病性腎

表 1. わが国の慢性透析療法の現況(文献 1 より引用)

慢性透析患者

昼間

夜間

CAPD
導入患者数

死亡患者数

10 年以上 15 年未満透析患者数

15 年以上 20 年未満透析患者数

20 年以上 25 年未満透析患者数

25 年以上透析患者数

人口 100 万対比

最長透析歴

*前年に比べての増加患者数を示す

げじようふみたけ:新潟大学第二内科

日本内科学会雑誌第 91巻臨時増刊号・平成 14年 3 月20日

206.134 人( *8.921 人増)

157，336 人 (76.3%)
39，841 人 (19.3%)
8，650 人( 4.2%)

32，018 人

18.938 人 (*414 人増)

22.826 人 (11.3%)

13.199 人( 6.5%)

8，024 人( 4.0%)

3，076 人( 1.5%)
1.624.1 人 (*67.4 人増)

34 年 O カ月 59 歳



表 2. 長期透析患者の合併症

1. 透析アミロイドーシス

2. 動脈硬化と心血管系合併症

3. 栄養障害

4. C 型肝炎・肝癌

5. 腎細胞癌

6. その他:腎性骨異栄養症，掻捧症，性機能障害， CAPD
治療に合併する被嚢性腹膜硬化症など

症が増加し，透析導入患者の 36.6% を占め，慢

性腎炎を越えて第一位の原因疾患になったこと

である.

これら透析患者の死亡原因は心不全などの心

血管系疾患が大部分を占めている.基礎疾患と

して動脈硬化症をもっ高齢者や糖尿病患者が増

加したことによるが，透析自体が心血管系病変

を引き起こす大きな要因でもある.

一方，長期透析治療には，新たに合併してく

る透析アミロイド}シス，動脈硬化症と心血管

系合併症，栄養障害， C型肝炎と肝癌，腎細胞癌，

などが注目される(表 2).

2. 透析アミ口イドーシス

正常腎で代謝されるべき日 2・ミクログロプリン

(ß2・m)が透析患者では代謝されないために体内

蓄積し，その結果， ß2-m を前駆蛋白としてアミロ

イド沈着が起こると考えられる 2) 手根管症候群，

弾発指，骨嚢胞，破壊性脊椎関節症などの骨・

関節病変に加えて，消化管病変などの内部臓器

障害の発症に関与する 3) 発症の risk factor とし

て，透析期間が長いこと，透析導入年齢(加齢) ，

透析液の純度が低いこと， 1ow司 flux 膜あるいは生

体適合性が低い透析膜による治療，アポリポ蛋

白 (Apo) E4 遺伝子を有すること，などが明確

にされてきた.前駆蛋白である ß2-mの血中濃度が

臨床症状の発症の有無で差がないことから他の

要因，すなわちアミロイド沈着が進行していく

過程で， advanced glycation end product (AGE)

修飾などが想定されている.

臨床的には，高性能透析膜により透析アミロ
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イドーシスの発症が有意に遅延することが回顧

的研究から明らかにされた 4) すなわち，使用す

る透析膜のタイプとして， PAN 膜やPMMA 膜5)，

PS膜などは透析アミロイドーシスに対して予防

効果がある.

近年，ß2・m吸着器治療が臨床に導入された.こ

れは直接血液潅流型吸着器であり，表面細孔に

よる分子ふるい効果と疎水性アフイニテイによ

る ß2・m吸着に選択性を持っている. 1996 年 9 月

よりわが国で臨床使用が可能となり，その有用

性について，コントロールスタデイ (ßMACS)

の結果が報告された 6) すなわち，ポリスルフォ

ン透析膜を対照群とするマッチドペアーによる

スタデイが行われた .1カ月間のポリスルフォン

膜による透析を実施した観察期間の後， 2 年間の

前向き試験が行われた.試験群は吸着器を透析

器の前に直列接続し，通常の透析と同じ条件で

治療を行い，対照群はポリスルフォン透析膜に

よる透析治療を行った.その間の治療効果を試

験群と対照群とで比較した.評価項目は， ß2-m
除去能，治療効果の評価として日常生活動作 (ac-

tivity of d~lÍly living : ADL) ，全身 10 関節につい

ての痛みスコア・こわばりスコア等である.戸 2

・mの除去能の比較で、は，クリアランス・除去率

ともに試験群が優れていた.また，対照群に比

して治療群では治療の早期から血中島 -m濃度の低

下が見られた.治療効果については，痛み・こ

わばり. ADL の項目で，ポリスルフォン膜を使

用した対照群に対して，試験群では有意に症状

が改善していた.そして， ß2-mの除去クリアラン

スと症状の改善には相闘が見られ， ß2幽mの除去能

が高ければ高いほど症状の改善度が高いという

成績が示されている.

ß2-m をより強力に除去する透析治療としては，

血液透析 (HD) より血液鴻過法 (HF) が威力を

持つ.透析アミロイドーシスに対する on-line HDF

やpush/pul1 HDF などの有効性も示唆されてい

る.

薬物治療として，副腎皮質ステロイド薬が透

日本内科学会雑誌第 91巻臨時増刊号・平成 14年 3 月20日



124

高サイトカイン血症

酸化ストレス

NO産生障害

高ホモシステイン血症

，，，
寸

一一..-......・..-

図 2. 低栄養，炎症，動脈硬化 (MIA) 症候群

Malnutrition， Inflammation and Atherosclerosis Syn-
drome

脂質代謝異常

高中性脂肪血症

Lp (a) 増加

糖代謝異常

慢性腎不全(透析治療)
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副甲状腺機能充進症

高血圧

体液過剰

左室肥大

図 1 .透析患者の動脈硬化促進機序

析患者のアミロイド沈着に関連する関節痛に対

して優れた効果をもたらす.しかしながら，ス

テロイド治療による感染症や骨障害といった副

作用の出現には注意する必要がある.

腎移植は，本症の根本的治療と考えられる.

しかじ腎移植が成功しでも骨嚢胞の改善は著明

ではない.現在のところ，移植後に臨床症状が

改善するが，その効果は免疫抑制薬によると考

えられている.移植後にアミロイド沈着が完全

に消失するか否かは明確でない.

3. 動脈硬化と心血管系合併症

透析患者においては，動脈硬化に起因する心

不全や脳血管障害，心筋梗塞が死因原因の大部

分を占めている.心不全を起こす要因としては，

透析治療が間欠的であるため，透析間毎の繰り

返す体液貯留や血圧異常(高血圧，低血圧)が

ある.さらに，貧血とそれに対するエリスロポ

エチン (rhEPO) 治療の影響，カルニチン欠乏

を含めた栄養障害などが促進因子になる.近年

腎不全によってひきおこされる脂質代謝異常 (Lp

(a)) や高ホモシステイン血症が動脈硬化促進要

因として注目されている(図 1). さらに高サイ

トカイン血症が動脈硬化と栄養障害を惹起する

要因として重要視されている(図 2) 7.8). 高サイ

トカイン血症が低栄養 (maln utri tion) ・炎症

Cinflamma tion) ・粥状硬化 (atherosclerosis) の

中心的役割をもっとの仮説，すなわち MIA症候

群が提唱されている 8)

高ホモシステイン血症は葉酸，ビタミン B12

などの欠乏や加齢と密接に関連して起こるが腎

不全自体も重要な役割をもっ.遺伝因子として

は，熱に不安定なメチレンテトラヒドロ葉酸還

元酵素 (MTHFR) 遺伝子の 677番目のヌクレオ

チドに Cから Tへの異変 (C677T)による多型が

存在する. MTHFR は，葉酸を補酵素としてホモ

システインをメチオニンに再メチル化するが，

677がT型のホモ接合体は酵素活性が低下し，高

ホモシステイン血症をきたし，心血管係疾患の

発症を促進する.腎臓は血柴ホモシステインの

主要な代謝臓器であるため，腎不全では血柴ホ

モシステイン値の上昇が認められる.特に透析

患者では，動脈硬化性疾患が高頻度に合併する

が，高ホモシステイン血症がこの J 因と推測さ

れる.私共 9) は透析患者のMTHFR 遺伝子多型を

解析したところ， TT群では著しい高ホモシステ

イン血症群であることを認めた(図 3) .また，

この群では血清葉酸値とホモシステイン値は著

しい逆相関を示した.このことは特に TT群では

低葉酸血症の治療の意義があると考えられる.

現在，高ホモシステイン血症に対する葉酸・ビ

タミン B12 治療の意義について臨床的検討が行わ

れている.
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図 3. 透析患者のおける高ホモシステイン血症

透析患者の血清総ホモシステイン値は，健常者の 5~15
μmol/I より高いカヘ TT型の患者では著しい高値を示

す 9)

4. 腎性骨異栄養症

腎不全患者にみられる骨病変は，腎性骨異栄

養症とよばれる.腎の近位尿細管細胞における

ビタミン D活性化障害ならびにリン (p) 排池障

害により惹起される.病態としては，二次性副

甲状腺機能充進症にもとづく線維性骨炎， VD3
欠乏とアルミニウム蓄積による骨軟化症，活性

型ビタミン製剤使用などと関連して起こる副甲

状腺ホルモン (PTH) の低値を示す低形成骨な

どがある.二次性副甲状腺機能充進症について

は，リンの蓄積(高リン血症)， VD3不足などの

古典的病因に加え，副甲状腺細胞の VD3やCa
受容体の減少とこれらの受容体や PTH 受容体の

遺伝子多型などが原因として明らかにされてき

た.透析患者にみられる無形成骨は，骨の代謝

回転に必要な PTH 量が分泌されない相対的副甲

状腺機能低下症による.

リン吸着薬や活性型 VD3 剤が治療の原則であ

るが，高度の二次性副甲状腺機能充進症では VD3
パルス療法，経皮的副甲状腺エタノール注入法，

副甲状腺全摘と一部移植術などを行う.最近，

VD3の静注薬やより安全性の高い VD3アナログ

が実用化された.また，新しいリン吸着薬の登

場も期待されている.
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5. その他の合併症

透析医学会による調査では，透析患者の HCV
抗体陽性者は 16.1% であり， HCV-RNA 陽性者は

8.2% である.しかし透析歴が長い患者ほど HCV
抗体と HCV・RNA の陽性者は著明に高くなり，透

析歴 25 年以上の患者ではそれぞれ 70.8% ， 36.8

%である.エリスロポエチン製剤が開発される

前に透析治療を受けていた患者が貧血治療とし

ての輸血治療をうけていたことが関与している.

HCV抗体と HCV-RNA 陽性者の 12.2% が肝硬変

を合併しており，肝細胞癌が 2.7% に合併してい

た.今後長期透析患者に肝細胞癌の発症増加が

考えられる.長期透析患者に悪性腫療の発生頻

度が高いことも問題となっている.とくに，腎

細胞癌は一般人の 10倍以上の発生率である.透

析患者に合併するこれらの悪性腫蕩に対しては

早期に診断して治療することが大切である.

おわりに

透析治療を受けている患者には，他にも掻捧

症，性機能障害，CAPD 治療に合併する被轟性腹

膜硬化症など，多くの解決しなければならない

合併症がある.透析患者の予後と QOLのさらな

る改善のため，これらの長期透析合併症の克服

にむけての集学的治療の進歩が期待される.
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