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Hemofiltrationの臨床的研究

第2報 disequilibrium syndrome
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CLINICAL STUDIES OF HEMOFILTRATION

一2－DISEQU工LIBRIUM SYNDROME

      Akio IMAGAwA， Toshiaki TAMAKi，

  Masataka YoNEzAwA and Morimasa KuwAHARA

From the Urological Clinic， Takamatsu Red Cross Hospital， Kagawa， JraPan

  Hemofiltration and hemodialysis were compared with each other with respect to the percentage

of onset of the disequilibrium syndrome． As a result， hemofiltration showed a lower frequency oi’

onset， and the number of administratiens of hypertensive agent a．gainst disequilibrium syndrome was

not significant in hemofiltration． Ofthe eight patients studied， six persons （750／．） expressed preference

of hemofiltration to hemodialysis．

緒 言

 Hendersonら1）（1967）は限外濾過と体液置換によ

る血液浄化法を発表したが，近年に至り，polymethyl－

mcthacrylatc膜， polyacrylonitriie膜のようにア

ルブミンよりもすこし小さな分子量に阻止点を持つ濾

過膜が開発され，Hendersonらの方法はhemofiltra－

tion（HF）．として現実的な治療法となった．

 従来のhemodialysis（HD）の物質移動が溶液問の

分子運動であるため膜の性質にかかわらず小分子量物

質ほど除去されやすいのに比べ，HFでは，溶質が溶

媒とともに移動するため，ある一定量までの分子量の

物質は膜に規定され均一に除去しうる点が特徴とな

る．HFとHDでは除去法が異なることより，生体

内での物質の移動が異なり，血液浄化時のdisequilib－

rium syndromeの発現も異なる可能性がある．すで

にHFではdis’ ?曹浮奄撃奄b窒奄浮?syndromeの発現頻度が

少なくいわゆる透析困難症に有効な治療法であるとの

報告が多い．

 8症例に3ヵ月間HFを施行し， HD時との

disequilibrium syndromeの発現頻度について比較検

討したので報告する．

対象および方法

 対象とした症例は8例で詳細については第1報に述

べた，HFはpostdilution方式により0．41／kgの濾

過を週3回3ヵ月間行ないHF施行中の臨床症状の

発現頻度を調査した．同時に臨床症状の発現に関与す

ると考えられる血清浸透圧，血圧，体重，心胸比

（CTR）についても検討を加えた．対照として同一患

者のHF導入前もしくはHF後3カ月間のHD時の
検査所見につき検討を加えた．統計的処理はStudent

の’‘t’‘検定，X2検定を行なった．

成 績

1）血清浸透圧（Fig・1）

 HF開始前の血清浸透圧は339．80± 19・79 mOsm／し

で，終了時には321・75±玉433mOs・n／しと低下（Pく

0．01）した．HD開始時の血清浸透圧は334・85±16．70

mOsm／しで，終了時の浸透圧は313．58＝L 13．62 mOsm
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Fig． 1． Changes of plasma osmolarity

／しと低下（P＜Q．Ol）した，血清浸透圧の変動はHF

がHDより有意に少なかった（P〈＋0・Ol）．

2）体重，血圧およびCTR（Fig・2＞

 HF開始前の体重は48・66土9・31 kgで終了時は

47．23±：8．80kgであった． HD開始前の体重は50．30

±9．38kgで，終了時ば48・90±8・92 kgであった．

HD， HFの体重変化はとも｝こ1・4 kgであるが，体重

は開始時…，終了時ともにHFがHDに比べ有意（P＜

0．05）に低かった．

 CTRはHF導入時には45・87±4・84％で，3カ

月後は45．67±5．43％と変化は認められなかった．

 開始前の最高血圧はLHFが147．81±24．56 mmHg，

HDが147・94士29・30 mmHgと有意差を認めないが，

終了時の最高血圧はHFが131・IO±22・17mmHgで

HDが136．79士26．90 mmHgとHFがHDに比べ
低値（P＜0．Ol）であった．開始時の最：低血圧は．HF

が75．74±11．54mmHgで， HDが72．72＝』11．75

mmHgであった．終了時の最低血圧はHFが68．70

土13・92mmHg， HDが71・55士12・58 mmHgで最：

低血圧は開始時，終了時ともにHFが有意に低かっ
た （P＜0．Ol）．

3） disequilibrium syndrome （Fig． 3）

 HFがHDに比べ発現頻度の低かったのは悪心嘔

吐，全身倦怠感，腹：痛で（P＜0．Ol）， HFがHDに比

べ発現頻度が高かったのは不整脈（P＜O．05）であっ

た．血圧低下などに対する生理食塩水注入，昇圧剤投

与などの処置頻度はHF l回あたり1．18回に対しHD
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Fig． 3． Frequencies of disequilibrium syndrome （％）

では2・87回と有意に高かった（Pく0．Ol）．患者8名に

対するHFとHDのどちらを好むかとの質問に6名

がHFを好むと答え，1名がHFは時間がかかると

のことでHDを好んだ．他の1名はどちらでもよい

との回答であった．

考 察

 Hendersonら1）， Q〕uelhorstら4）によって報告され

たHFはdisequilibrium syndromeの発現頻度が低

く，いわゆる透析困難症に対して有効であることが多

く報告されている．今回の検討でも，思者の選択が特

に透析困難症症例でなかったにもかかわらず，悪心嘔

吐，腹痛，倦怠感の発現頻度はHDに比べHFで有

意に少なかった．井上ら3），岸本ら2）も同様の結果を

報告している．患者の自覚症状の訴えは主観的であり，

また患者の訴えを重大なものと考え透析記録に残しアこ

かどうかが問題となるが，HFではHDに比べ昇圧

剤や輪液などの処置回数が著明に少ない．また愚者の

選択でもHDよりもHFを．希望することが多く，

HFはHDに比べ無症状に透析ができる優れた方法

であると結論しうる．

 しかしHDでも膜面積を少なくし，除水量を少な

くすることで無症状とすることが可能であるが，第一

報で述べたごとくHFの溶質の除去能は。．4L／kgの

濾過でHDと比較してBUNでは変わらず， Crで

は勝る成績である．また除水量はHF， HD とも平

均1．4しであるにもかかわらずHFでは体重が減少し

ていることからHFがHDに比べ特に効率を低下さ

せた血液浄化法であるとの考えは成り立たない．

 HFがHDに比べ無症状である原因の第1は，血
清浸透圧の変動が少ないこと5）によるとされている．

今回の著者の検討ではHFでは平均18 mOsm／L（5．3

％），HDが21mOsm／L（6．2％）とHFが変動が少

ないことは事実であるが，その差はわずかであり血清

浸透圧の変動のみでは説明しえない．ただし，著者の

成績は岸本2）の報告している約4％に比べ血清浸透圧

の変動が多く，HD時に比べHFでは体重を低くコ

ントロール（除水過剰）しすぎたためとも考えられ
る，

 第2のHFでdisequilibrium syndromeの少ない

原因として，血液浄化中の生体内での体液フ。一ル間の

溶質・溶媒の移動も関与すると考えられる．－HDにお

ける disequilibrium syndromeが急激な細胞外液の

浄化に対し，細胞内の対応が遅れることが一因と考え

られるが，HFでは細胞内からの溶質・溶媒の移動が

すみやかであると考えられる．岸本2）は①同量の除水

でも循環血液量の減少はHDよりもHFが少ないこ

と，②HDではHFよりも血液浄化時に赤血球容積

が増大すること，③脳脊髄液よりの尿素の除去がHD

よりHFで大なることを指摘しているが，これらは

いずれもHF とHDでは血液浄化時の生体内物質

移動が異なることを示している．
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 disequilibrium syndromeがHFで少ない第3の

原因はアルカリ化剤の差によると考え．られる．HDで

はアルカリ化剤としてacetateを使用していたが，

HFでは1actateを使用している． Bergstrom6）は1

時閲に2kgの除水をおこない，限外濾過群（UF）透

析併用群について血圧の変動，血清Naの変動につ

いて検討している．透析群では透析液Na濃度145

mEq／しと133 mEq／しおよびアルカ．リ化剤として

acetateとbicarbonateを比較している．その結果，

血清浸透圧はUF群で変化が少なく，透析群ではア

ルカリ化剤にかかわらずNa濃度133 mEq／しが低く

なるが，血圧の変動はacetate群がbicarbonate群

に比べ著明に低下しt．ことを報告している．このほか

acetateには心筋抑制作用7）， 末梢血管拡張作用，

acetate intolerance『）などが報告されているが，今回

のHFのHD．に対する優位性は非acetate液であ

ることが関与してU＞る可能性がある．HFのアルカリ

化剤にacetateを使用した報告もあるが，その場合

HDに比べ少ない量でアルカリ化剤として有効である

し，net loadも少ないとされている．今後bicarbo－l

nateによるHDとlactateによるHF｝こついて
disequilibrium syndromの発現頻度が検討される必

要がある．

       結    ．語    ．’．

 HFとHDのdisequilibrium syndromeの発現頻．

度を比較した結果HFではHDに比べ頻度が少なか

らた。血圧底下に対する治療回数もHFが少なく，

愚者8名のア？ケートでは6名（75％）がHDより

もHFが好ましいと答えた，以上よりHFはdiseq－

Uilibrium syndromeの少ない血液浄化法であるとの

結論をえた．
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