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ドライウェイトの概念

1972~3年ころ、名大分院グループからの提案：
血液透析中、除水をしていくと急激な血圧低下が起きる
ようになるときの体重

日本発の臨床上有用な概念日本発の臨床上有用な概念
当時、生理学的意味ははっきりしていなかった

なんとなく、循環血液量が少なくなって。。。
当時、高齢者・糖尿病性腎症由来など

循環器合併症患者は、ほぼいなかった
類似概念；
（透析患者の）基準体重・目標体重・標準体重など



血液透析中の自動除水量制御

透析経過中、どれくらい除水されたのか不明。
ドライウェイトへの接近状況は、

透析が終わって体重を測らないとわからない。
透析器は、コイル型・積層型から中空糸型に移行開始ころ。。。

血液量変動速度(3000ml/200ml/minX60minX6)（5%>変動）・

(3000/500X60X6) 2%>透析液量変動速度(3000/500X60X6)（2%>）を感知する技術がない



血液浄化中の体液移動に

興味を持つようになった理由



循環血液量

Blood volume

（全）血液量

循環血液量
＝(全）血液量？

疑問：

除水・ドライウエイト設定に関

わる体液のコンパートメント
の概念が明確でない？



resistance vessels と compliance vessels

阿岸鉄三の記憶・理解：

全血管床vasculature;

resistance vessels 

(全血液量の1/3=循環血液量）(全血液量の1/3=循環血液量）

compliance vessels

(全血液量の2/3）



血液透析中の循環血液への移動

compliance vessels
比較的stagnant

血液の性状は同じか？

Htは、全血液で均一か？
Htを指標とする血液量測定
では、均一と仮定・前提？！

血液の移動

移動のdriving forceはなにか？

比較的自由に移動？

循環血液(resistance vessels)
比較的自由に流れている

Ht

均一らしくない
では、均一と仮定・前提？！

循環血液として、compliance vesselsにある血液まで含ませるの
は、従来の循環生理学的理解では無理があるではないか？

比較的自由に移動？
除水で、腹痛・筋痙攣

低血圧に下肢挙上



血液透析中の血圧降下

循環血液

resistance

vessels

compliance

vessels
血液以外の水分

血液透析で除水

血液中へ

主な影響因子

循環血液でない血液

全血液

compliance vessels内血液が循環血液に大いに関わっているらしい
→なんとなく、compliance vessels内血液も含めて循環血液と呼ぶ？
しかし、resistance & compliance vessels全体の血液を循環血液とす
るのはこれまでの生理学と不整合→理解の混乱の原因？

血
圧
降
下

著変なし

緩徐

急激

水分移動速度 水分移動速度

血管収縮
（動脈硬化・自律神経障害）

(driving force:単なる減量?) (driving force:colloidal osmotic pressure?)

主な影響因子



循環血液（量）と

全血液（量）の概念には

混乱がある？



いろいろある循環血液量（webから）

循環血液量循環血液量循環血液量循環血液量

TBV; BV; 

total blood volume; blood volume; circulating blood volume

北里大学医療衛生学部医療情報学研究室編集医学用語集

JST科学技術用語日英対訳辞書1.

2.

循環血液量循環血液量循環血液量循環血液量

circulating blood volume

循環血液量
intravascular volume; total blood volume; 
circulating blood volume

クロスランゲージ37分野専門語辞書3.



それぞれの概念に、それぞれの名称

｛疑問｝

もし、循環血液量

total blood volume

=blood volume

=circulating blood volume=circulating blood volume

=intravascular blood volumeであるとしたら、

なぜ、別々の名称が必要なのか？

｛答え｝

それぞれ異なる生理学的概念があるから、

それぞれの名称があると考えるべきでないか？



全体液量

全体液量

a.NAAP法：正常値（体重比）

男 52.0 – 58.1%(55.2 +- 1.64%)

女 47.6 – 54.6%(50.8 +- 1.92%)

b.同位元素希釈法b.同位元素希釈法

男 51.3 – 60.6%  

女 45.5 – 57.3%

（臨床検査法提要第30版：p698,金原出版,東京1993）



循環血液量・循環血漿量

循環血液量は、血管系内を比較的迅速に循環している血液量をいい、これ
に対して脾臓・肝臓などの各臓器および皮下に貯留している血液が貯蔵
血液（depot blood）で、この両者の合計が総血液量である。

a. Evans blue法：正常値

循環血漿量 男 50 +- 5ml/kg 女 45 +- 5ml/kg

循環血液量 男 90 +- 10ml/kg 女 80 +- 10ml/kg

b. 放射性同位元素法 （体重比%）b. 放射性同位元素法 （体重比%）

（臨床検査法提要第30版：p703,金原出版,東京1993）

正常循環血漿量：男 ca.3,000ml/60kg体重 女 ca.2,250ml/50kg体重



Plasma refillingの水分はどこから？

人間全体（ex.男60kg）

Plasma refilling：
ほかのspaceからplasma spaceへのrefillingについて説明。
plasma space = compliance + resistance space

循環血漿はresistance spaceだけのplasmaとすると、
透析中の除水量(>=3,000mlの場合）を補填できない

透析中に

3,000mlの除水

は容易

全血漿量(60X1/13X0.7) (ca.3,200ml 男) 

(Ht 30% in HD pt)

resistance vessels とcompliance vessels間の

血液の比較的自由な交流

透析中の除水量(>=3,000mlの場合）を補填できない

なぜ、plasma refillingでは、循環血漿についてだけ言及するのか？

循環血漿といいながら、全血漿のことを指している？



いわゆるドライウエイト（設定法）にも、

異なる概念がある？



Htの変動率
どこのHtを観察しているのか？
resistance vesselsの血液？
compliance vesselsの血液？
体内の血液（Ht）が均一とは考えにくい

有用だから、どうでもいいは非科学的





体内水分分布は均一でない体内水分分布は均一でない体内水分分布は均一でない体内水分分布は均一でない
Examples:

1．皮膚は乾燥しているのに、腹

水のある肝硬変患者,とくに利尿

薬使用中
2．透析患者で、胸水を貯留しや

すい痩せた患者

3．透析患者で、水分状態で乳房
が大小する女性が大小する女性

古くからのドライウエイト設定
法とimpedance法などの新し

い方法では、生理学的意味
が異なる。

すべてを、単に、ドライウエイ
トと呼ぶことに問題があるの
ではないか？



血液透析中の除水による

急激な血圧低下を避けるための

循環血液量をほかのコンパートメントから

補充する工夫



Trendelenburg Position

Trendelenburg position

From Wikipedia, the free encyclopedia

Old description of the Trendelenburg position.

In the Trendelenburg position the body is laid 
flat on the back (supine position) with the 
feet higher than the head by 15-30 degrees [1], 
in contrast to the reverse Trendelenburg
position, where the body is tilted in the 
opposite direction. This is a standard position opposite direction. This is a standard position 
used in abdominal and gynecological surgery. 
It allows better access to the pelvic organs as 
gravity pulls the intestines away from the 
pelvis. It was named after the German 
surgeon Friedrich Trendelenburg.[2] It is not 
recommended for the treatment of 
hypovolaemic shock.[3]

透析医療のなかでは、実用的で、有用な概念。

生理学的な検討がされていないのではないか？





IPC:間欠的空気圧迫法 % BV:循環血液量変化
%   CPV:総蛋白濃縮度 %   BW:体重変化

安藤誠・前島愛子・角田朋美・辻田知圭子・藤井佑希・福島正樹（倉敷中央病院）：

下腿の間欠的空気圧迫法が血液透析中の末梢循環および全身の循環動態に及ぼ
す影響。透析会誌44(7):629-635，2011





効果的！



コーケンコーケンコーケンコーケンMid-MASTショックパンツショックパンツショックパンツショックパンツ

（インターネットから）（インターネットから）（インターネットから）（インターネットから）

腰部・大腿部筋肉を圧迫
血液を駈出



陸上自衛隊装備陸上自衛隊装備陸上自衛隊装備陸上自衛隊装備 救護活動セット装備品救護活動セット装備品救護活動セット装備品救護活動セット装備品 ショックパンツ（成人用）ショックパンツ（成人用）ショックパンツ（成人用）ショックパンツ（成人用）

（（（（インターネットインターネットインターネットインターネットから）から）から）から）



（（（（Internetから）頭部外傷傷病者に対してショックパンツを装着したから）頭部外傷傷病者に対してショックパンツを装着したから）頭部外傷傷病者に対してショックパンツを装着したから）頭部外傷傷病者に対してショックパンツを装着した1事例事例事例事例

北海道・留萌消防組合消防本部：著者連絡先：〒077－0021北海道留萌市
高砂町3－6－11 森山靖生・梅澤卓也・三好正志・中黒康二・大川寿幸





なぜ、尿素スペースと

水移動スペースは異なるのか？

溶質 ureaの移動（ex. Kt/V for urea)については、
体液全体のスペース。

Ureaの移動速度は、体内スペース間で異なる？のに。。。
血液・脳関門説(脳脊髄液ca.150mL）→不均衡症候群

水分移動については、
ちょっと意味曖昧の循環血漿スペース

一回の血液透析で、異なるモデルが使われている。
統合した共通モデルができないの？
科学では、自分の都合のいいところだけとって説明し、
分析的という。統合した整合性は無視。



血液浄化中の水分移動はブラック・ボックス

ドライ・ウエイトのコンセプトは臨床的に、きわめて有用である。

血液透析中の体外への除水については、

一応のもっともらしい説明がある。

ref:ドライ・ウエイト？標準体重？基準体重？

体内コンパートメント間の水分移動について

現代生理学的に不整合があるのではないか。

結果的に、なにがなんだか、訳が分からない。

統合的な新しいモデルの創設が必要と考えられる。



科学とはなにか 科学の定義 (1)

科学：①世界と現象の一部を対象領域とする、経験的に論
証できる系統的な合理的認識。通常は哲学とは区別される
が、哲学も科学と同様な確実性をもつべきだという考えから、
科学的哲学とか、哲学的科学という用法もある。②狭義では、
自然科学と同義。（広辞苑第４版；新村出編、岩波書店、東自然科学と同義。（広辞苑第４版；新村出編、岩波書店、東
京、1991）

科学：①一定の決まった目的・方法・原理によって、いろいろ
の知識を集め、整理し、体系的に統一する学問。哲学以外
の、専門の諸学問。②自然科学と精神科学の二つに分けて、
とくに自然科学をいう。③一般に学問の称。（国語辞典；久松
潜二・佐藤謙三編、角川書店、東京、1969）



科学とはなにか 科学の定義 (2)

科学の属性（科学的であるとは）：
①客観性 ②再現性 ③普遍性 ④一貫した論理性

科学の論理：

経験した事象を集積し、それらの共通性から帰納によって経験した事象を集積し、それらの共通性から帰納によって
相同性の仮説を提案し、さらなる事象の集積から仮説の正
当性を確認する。相異性は、理由なく、無視され、排除され
る。演繹は、事実に基づかないとして排除される（＝想定外）。

Ref:①仮説の提案は、主観的。②排除される部分は、想定
外＝非科学的③実験は、条件をそろえた経験。



科学とはなにか 科学の定義 (3)

科学的事実は、ある特定の条件下でのみ、

成立する。条件が、異なれば、異なる科学的事実
が成立する可能性がある。

しかし、往々にして、設定された条件はしかし、往々にして、設定された条件は

忘れ去られ、結果・結論だけが独り歩きする。

“科学的思考された（＝限定された）”事実。

必ずしも、絶対的真理とは、限らない。



科学的とは、なにか

科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、

真理の科学的に限局された側面をみること真理の科学的に限局された側面をみること真理の科学的に限局された側面をみること真理の科学的に限局された側面をみること

科学的側面

真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない

科学的側面

ほかにも、
いろいろな側面が。。。


