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【緒言】

近年.病院機能評価の重要項目の一つとして.珍

療実績の客祝的評価であるC1inicalIndicator(路床

指標以下CI)が提唱されているが lJ～31.腎臓内科.

透析医療には普遍的 CIがない｡透析患者の導入後

生存率は有意義ではあるが､患者の移動が多く不可

能､導入患者数は病院の活動性の指標にはなるが､

導入数の多いことは保存期の管理不備､治療失敗の

結果でもあり治療成続としては不適当である｡

腎機能保持と透析導入回避という腎不全医療の本

来の目標を客観的.かつ簡便に評価する指標が望ま

しい｡そこで､進行速度が抑制されて導入された例

が多いことが治療成続がよいとの観点から 51､透析

導入患者の保存期から導入時までの進行速度を簡便

に計算する方法を提唱し.当院の帝人患者において

その実用性を検討した｡

【対象と方法】

当院で2004年度 (4月から3月まで)1年間に慢

性経持透析導入となった患者 23例(Du腎症 13,慢性

糸球体腎炎 5.嚢胞腎 2.腎硬化症 2,RPGNl)を対象

とした｡保存期から導入に至るまでの治療経過の指

標として､腎不全の進行速度を(》血清Cr逆数の回帰

直線の焼き4)(dl/tug/午)と(診Cr悪化時から透析導

入時の血楕Cr値逆数の変化率 (1/Cr前後差÷年数)

(dl/mg/年)の2方法で計算した｡なお未導入の保

存期 CRF患者全体を対象としなかったのは､長期に

非進行性で安定している腎不全例が多いため.進行

性のCRFに限定して評価するのが合理的と判断した

ことによる｡

計算結果について､1)どのような症例でClとし

ての適用が可能か｡ 2)両指標の相関｡ 3)進行速

度の相違によって 3群に分類し､両指標による群分

類の相違｡について検討を行った｡

進行速度の解析方法の実際は､図1に示すように

(》全経過の日付 (日付関数に変換)と血清CI値を表

計算ソフトE‡CEいこ入力する｡
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②日付を導入日から遡った日数 (一月)に変換し､

Crを逆数に変換する｡

③感化開始のポイントから導入までの日数 (Ⅹ軸)

と Cr逆数 (Y軸)に対して線形回帰式の偵書と切

片を計算し､回帰直線を表示する (点線で表示)｡

④開始日と導入日の Crの変化率 (前後比,実線で

表示)を計算し③の傾きと比較する.
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図1.進行速度計井の実際

【結果】

対象 23例中1例は導入直前の末期での紹介であ

り.l例はRPGNで進行が急速で.いずれも解析不可

能なため対象外とした｡末期になってからの紹介患

者5例 (いずれもDM腎症)は進行速度が緩徐のまま

導入となっているが.腎不全進行開始後の経過が不

明であり解析対象からは除外した｡保存期治療期間

が 10ケ月以上ある残りの 16例について.CRFの進

行経過を解析し進行速度を計算した｡

図2のように.進行速度が治療介入により抑制さ

れた後導入となった例では.回帰直線が急速進行時

(傾き-0.162)と緩徐進行時 (-0.054)の2相性を

示したが､進行速度を腎内科紹介時から透析導入時

までの全期間を対象に計算し､2直線の偵きの中間

の値 (-0.118)をとった｡

図3のように腎硬化症で長く非進行であったもの

が急に増悪し導入となった例では､慢性腎不全の急

速増悪を重視し.悪化開始後の進行速度を採用した.
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図2 進行抑制後導入例の進行速度計井
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図3 腎捷能安定後急速増悪例
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図4 進行速度別CRF進行経過一覧

図4に全16例の進行速度を回帰直線の傾きを示す｡

平均-0.151dI/Jng/年の進行速度であり､0,1未満､

0.1以上 0.2未満､0.2以上の技徐進行.中間,急速

進行の3群に分類した｡

表 1に 16例の原疾患と前後のCr値を示すが.原

疾患による進行速度の違いは認めず.また回帰直線

の傾きと前後のCrの変化率がほぼ一致した｡

図 5に2数値の相関を示す｡相関係数が 0.9を越

え､進行速度別の 3群間の分類が Crの前後比でも可

能であることが証された｡
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【考察】

CIは外科の術後成績や急性心筋梗塞の治療後の

再発率,生存率など､悪性疾患や急性疾患の治療成

績においては普及しつつあるが.内科の慢性疾患の

治療成績の指標としては認知されたものがない｡腎

内科､透析医療は慢性腎不全という単一の疾患を扱

う性質上,その治療成続の比較に普遍的な指標が必

要であり.かつ設定しやすい｡

透析学会の統計で透析患者数や導入数は全国統計

として出されるが.透析患者数の多さをもって腎不

全医療の向上の指標とするのは本末転倒である｡い

かにして腎不全の透析導入を減らすか､という観点

が欠除している｡慢性腎不全は症例により一定速度

で進行するという特徴に着目して今回､腎不全の進

行速度をもって治療成績の指標とする試みを斯界で

初めて提唱した｡

腎不全末期に紹介され､腎機能安定後導入となる

例は､望ましくない導入例でありなが ら､進行速度

から評価すると末期の進行速度は低値となり治療成

績が過大評価されるために除外した｡その例のよう
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な晩期紹介患者を減らす努力が必要なことは言うま

でもない｡

今回の検討で､原疾患による進行速度の差はみら

れなかったことは､従来の常識に反するようではあ

るが.例数が少なかったこと,.および進行急速とさ

れるDM腎症であっても､保存期の管理を厳格に行

えば進行抑止が得られることの証である｡また､施

設間および施設内の年次変化で､疾患の割合が異な

っても､全例の進行速度の平均値を計算し比較する

ことにより,施設間の保存期治療成績の優劣,およ

び施設内の経時的治療成績の向上度が評価できるこ

とも意味する.

腎不全の進行速度の指標としては GFR の経年低

下率で評価する文献が多いが6)～MGFRの計算を日

常的に行うことは不可能であり､その指標は実用的

ではない｡それに代わるものとしてMitchらにより

提唱されている血消Cr逆数の回帰直線の傾き41は

有用ではあるが,パソコンがなければ計算が困難で

あることが欠点である｡

一方､前後 Cr逆数変化率は,進行速度が一定な

ら任意の2点の数値から.電卓あるいは筆算でも簡

便に計算可能である｡具体的にはCrが 10mg/dlと

なった時点の1年前のCrが5mg/dl以上ならば変化

革はO.1以下で比較的緩やかな進行であり.1年前の

Crが3.3以下ならば進行速度 0.2以上の急速進行と

判定される｡この変化率は Cr逆数の回帰直線の頼

斜と相関が良好であり､図2.図3の例のように.追

行速度が変化する症例では､全体の進行経過を解析

した上で計算する2点を決める必要があるが.腎不

全進行速度の指標として汎用しうる｡

【結語】

2時点の血消Cr値の差から腎不全進行速度を簡

便に計算する方法を提唱した｡この指標は腎不全医

療のCIとして有用である｡この CIを常に計算.秤

価することにより.各施設での治療成韻の向上が得

られ､腎不全患者の進行抑制と,透析導入患者数の

減少が期待できる｡
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