
腹膜透析をはじめました

  腎臓内科医長　益田　勝敏

　現在、日本では腎不全のため約25万人の方が透析療法を受
けており、毎年約１万人増加しています。約500人あたり１
人の方が透析療法を受けている計算になります。 
 当院では、平成4年4月より腎センターを開設し血液透析を開
始しました。現在では、透析ベッド数48床、当院に通院し血
液透析されている患者さんは約100名で、透析を開始する患
者数は年間約30～40名と、福岡県の急性期病院の中でも大き
な透析施設のひとつとなっています。

腎センター　TEL 093-671-9308

図１　CAPD（連続携行式腹膜透析）とAPD（自動腹膜透析）
　　　の患者さんの一日

図２　PD（腹膜透析）の段階的導入法：SMAP

図３　SMAPによるカテーテル埋没状態（A）と
　　　上腹部出口作製後（B）
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腎臓のはたらきと腎不全について
　人には２つの腎臓があります。腎臓は、体内
にたまった老廃物や水分を取り除き、体の外に
排出するはたらきがあります。また、エリスロ
ポエチンという血液をつくるホルモンや、レニ
ンという血圧を上げるホルモンの産生をおこな
い、骨に必要なビタミンＤを活性化させるはた
らきがあります。したがって、腎不全になると
体の老廃物や水分が体内にたまっていき、体が
むくみ、血圧が上昇し、はきけや頭痛がおきる、
疲労感がある、食欲がない、無気力などがおこ
る、いわゆる尿毒症症状が起きます。
　尿毒症症状が悪化すれば、日常生活が困難に
なるため、腎移植や透析療法が必要になります。
腎移植に関しては、生体腎移植と献腎移植があ
ります。献腎移植は、患者さんが最初に移植希
望の登録をして、日本臓器移植ネットワークを
通じ、大学病院や移植可能な病院でおこないま
す。透析療法は、血液透析療法と腹膜透析療法
があります。

腹膜透析とは
　腹膜透析は、昭和58年（1983年）よりわが国
で認可された治療法です。しかし、感染症や腹
膜硬化症といった合併症のため、なかなか普及
しない治療法でした。しかし、最近は感染症対
策や腹膜組織の温存に有効な新しい透析液の開
発や、合併症を防ぐ新しい腹膜透析導入法が確
立されています。　

　そこで、当院としても昨年より腹膜透析の準
備をはじめ、平成19年１月より腹膜透析を開始
しました。

■腹膜透析の原理
　腹膜に囲まれた腹腔内に透析液を注入し、一定

時間入れておくと腹膜内の血管を介して血液中の

老廃物や余分な水分、電解質が透析液へ移動しま

す。腹腔内に貯留した透析液を定期的に新しい液

と交換することで、尿毒症症状を改善します。

■腹膜透析をはじめるには
　透析液を出し入れする専用のカテーテルをお腹

に埋め込む手術が必要です。カテーテルのほとん

どはお腹の中にあり、体の外に出ている部分はわ

ずかですが、一度埋め込まれたカテーテルは、半

永久的に使用しますので、患者さん自身でカテー

テルの皮膚出口部を清潔に保ち、感染症をふせぐ

必要があります。

■腹膜透析患者さんの１日
　腹膜透析は、患者さん自身が自分で透析液を交

換するＣＡＰＤ（連続携行式腹膜透析）と、専用

装置で自動的に透析液を交換するＡＰＤ（自動腹

膜透析）があります。 （図１） 

　カテーテルを使用して、透析液を腹腔から出し、

新しい透析液を入れることを「バッグ交換」とい

います。通常ＣＡＰＤにおいては、１日４回のバ

ッグ交換をおこないます。カテーテルは体内に直

接つながっていますので、バッグ交換時に、不潔

操作をおこなうと腹膜炎をおこします。確実なバ

ッグ交換手技の習得と交換時に十分な注意が必要

です。

■腹膜透析と血液透析のちがい

さいごに
　血液透析とちがい在宅でできる透析であり、
血圧の変動が少なく、血液透析後のような倦怠
感がなく、高齢者にやさしい透析であるため、
対象者は小児をはじめ若い方から高齢者まで適
応があると考えます。病院に依存しない治療で
あるため、自分で、もしくは介助される方が、
腹膜透析の手技や緊急時の対応に関してしっか
り熟知していただくことが必要です。
　当院では、腹膜透析を開始するにあたり、ス
ムーズな移行ができるように、従来のカテーテ
ル留置術と異なり、挿入時にカテーテルを皮下
に埋没させ、４週間以降の透析が必要な時期に
出口を作製するＳＭＡＰ法（図２・図３）や、
出口部（カテーテルが体外に出てくる部位）を
上腹部に作製する上腹部出口法、早期からのオ
ープンシャワーといった感染対策も積極的にす
すめています。

　残念ながら腎不全が進行し、透析療法が必要
となる時期になりましたら、血液透析と腹膜透
析を選ぶことができます。それぞれの長所・短
所をふまえてご説明したいと思います。
 その際には、かかりつけの先生と相談されて
当院腎臓内科を受診してください。
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