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研究要旨 集団で，同時に血液体外循環治療を実施する透析医療では，多くの事故が発生しやすい．

特に，複数の患者に同時に発生する事故としては，ウィルス性肝炎の集団感染事故や，透析液異常に

よる集団事故が，時に報道される．

一方，毎回の透析で，個々の患者に発生する不具合は，合併症とも言うべき急激な血圧低下などを

除き，いわゆる事故としてはバスキュラーアクセス事故が多く，中でも死亡等を含めた高次レベルの

事故は，抜針事故である．

過去の研究で，抜針事故の半数以上が自己抜針であり，認知症患者の関与が大きいとされ，これは

透析治療以外の輸液やカテーテル事故でも，同様の報告がある．

これに対し透析の場合の自然抜針事故は，穿刺針や透析回路の固定が原因とされている．

このバスキュラーアクセス（抜針）事故防止の研究に取り組んで3年目となる本年は，研究のまと

めの年であり，具体的な事故防止のために，次の2つの研究を実施した．

1． バスキュラーアクセス事故防止のためのポスターおよび解説書の作成と配布．

2． 事故事例集の発行と配布．

なお，本研究のタイトルで使用されている，「ブラッドアクセス（いわゆるシャント）」という用語

は，近年では「バスキュラーアクセス」と呼称されることが多く，本報告書からは，タイトルを除き，

この名称を用いることとした．



A.背景と研究目的

抜針事故の危険性については充分認識されており，

各施設では経験に基づいてそれなりの対処がとられ

ているにも拘わらず，すでに何回にもわたる調査で

も，バスキュラーアクセス関連事故頻度は減少する

傾向を示していない．いくつかの原因があると考え

るが，ひとつには，経験したことのない事故につい

ては，充分な対策がとられていないことにあると考

えられる．また，自施設で経験し，対策が講じられ

た事故でも，たとえばスタッフが替わってゆく中で

は経験が充分に伝承されず，危険な行為がいつしか

繰り返されることも少なくない．

このことを防ぐためには，事故の経験が風化しな

いようなシステムと，新人に対する継続的な教育が

必要になる．

今年度の研究は，要約された抜針事故防止のため

の秘訣，印象的なポスターおよび解説書，膨大な事

故事例集を作成し，全国の透析施設へ配布すること

により，これらがスタッフ教育に用いられ，院内事

故防止の一助とするとともに，こうした事故防止活

動を通じて，院内安全文化の確立のために役立てて

もらおうと意図するものである．

B．研究方法

過去2年間の研究をもとに，以下の2つの研究を

実施し，その成果を全国の透析施設に配布する．

1．バスキュラーアクセス事故防止のためのポスター

および解説書の作成と配布．

1） 抜針事故防止のための秘訣とも言うべき標語・

十か条の選定．

2） この十か条について，解説書を作成する．

3） 抜針事故防止のイメージおよび標語をポスタ

ーにする．

4） これらを班研究の成果としてすべての透析医

療機関に配布する．

2．事故事例集の発行と配布．

日本透析医会愛知県支部が主催するセーフティマ

ネージメント研究を支援し，収集された事故事例を

事例集として作成し，これを全国の施設に配布する，

C．研究結果

1．バスキュラーアクセス事故防止のためのポスター

および解説書の作成と配布．

1） 抜針事故防止のための標語十か条の選定（表

1）．

最終年度の研究では，これまでの集大成として，

後に示す事故事例集や過去のアンケート調査から，

各施設で抜針事故の原因とされた要因や対応策を抜

粋し，研究者の経験などとあわせて，どこの施設で

も実行可能で，コアとなる防止策十か条を選定した．

これには，自然抜針事故防止策と，自己抜針事故防

止策とが含まれている．また，いったん抜針事故が

生じた際の対応についても，五か条にまとめた．

なお，この標語は，臨床の現場で，できるだけ覚

えやすくするために短く，リズミカルなものとした．

2） この十か条について，解説書を作成した．

標語が極めて短縮されたメッセージであるため，

これを理解しやすいよう，図入りの解説書を作成し

た（資料1）．

たとえば，「指差し・声出し 安全確認」は，新
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表1 抜針事故;防止十か条と対応五か条

＜抜針事故防止十か条＞

1） 固定に配慮 穿刺部位

2） 針挿入は 十分に

3） 剥がれ難き テープ貼り

4） 余裕をもたせた 回路の固定

5） 指差し・声出し 安全確認

6） 患者も協力 抜針予防

7） 出血確認 頻回に

8） 監視しやすい ベッド位置

9） 怪しい動きに 要注意

10） 抑制やむなし 認知症

＜抜針事故対応五か条＞

1） なにはともあれ 処置と治療

2） 誰にもわかる 記録の作成

3） 本人・家族へ 報告・説明

4） 事故情報を みんなで共有

5） 事故対策の マニュアル更新



人スタッフのみならず，ベテランスタッフも，穿刺

部位の選択・穿刺の実際・穿刺後の針先テープ固定・

回路固定などが確実で安全かを指差しして確認する

もので，日常的に繰り返す操作や手技が，漫然と実

施され，安全がないがしろにされていないかを意識

的に確認することになる．また，実質的な操作担当

者自身が，責任をもって安全を確認する手段として，

指差し・声出しすることが事故防止にとってもっと

も望ましいことと考える．

3）抜針事故防止のイメージおよび標語をポスタ

ーとした（資料2）．

このポスターを施設内または透析室内に掲示する

ことにより，患者も含めたバスキュラーアクセス事

故（特に抜針事故）防止に役立てることができれば

と考えている．

4） これらを班研究の成果として，すべての透析

医療機関に配布する．

上記のツールを用いて事故防止を呼びかけること

により，施設全体の安全文化の確立が図られること

が最終の目標である．

2．事故事例集の発行と配布．

日本透析医会愛知県支部が主催するセーフティマ

ネージメント研究を支援し，収集されたレベル3以

上の150事故事例を事例集として作成し（資料 3：

現時点ではまだ事例集作成のための資料としてのみ

掲載），これを全国の施設に配布する．

もとよりその目的は，自施設で経験したこともな

い事故であっても，事例集からその予防対策法を策

定することが可能で，これは事故経験を，全国の施

設で共有することに他ならない．

D．考察・結論

本研究の目的は，日常臨床の場で，バスキュラー

アクセス事故（特に抜針事故）の減少を図ることに

ある．

また，最終の目標は，患者と職員および施設にと

って，安全が保障されるといういわゆる医療施設の

安全文化の確立に寄与することにある．わかりやす

いポスターや標語は，日常臨床の場ですぐに役立つ

ものであり，匿名性を維持しつつ集められた膨大な

事故事例集は，自施設の事故対策マニュアルの改訂

に資するものと考えている．

E． 発表論文

日本透析医会雑誌への掲載を予定している．
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資料1 解説書

7

抜針事故防止のために

平成19年度 厚生労働科学研究費補助金

医療安全・医療技術評価総合研究事業

「透析医療におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」

■ 協力 （社）日本透析医会 （社）日本透析医学会 （社）日本臨床工学技士会 日本腎不全看護学会
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平成19年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）分担研究

「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」

われわれは平成14年から，厚生労働科学研究として血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：

透析事故）防止体制の確立に関する研究を行ってきた．この中で抜針事故は血液透析療法にみられる最

も多い事故のひとつであり，かつ，最悪の場合には死亡に至る危険性も高い事故であることを明らかに

した1,2）．「どのように注意していても，抜針事故をゼロにすることは不可能である．」というのが，こ

れまでの研究の解析から得られた結論である．血液透析施行中，患者一人に医療スタッフ一人が付き添

って監視できれば，恐らく抜針事故をゼロにすることが出来るであろう．しかし，このような実行性の

ない対策は意味がない．避けうる可能性が高い抜針事故を可能な限り削減して，その結果，重篤な事故

が少なくなることを目指すことが，実行性がありかつ有効性が高い対策である．

このような背景から，最終年度の研究ではこれまでの集大成として，透析医療の現場に表示して，抜

針事故を削減するために役立つ標語としての秘訣・十か条を作成した．秘訣は透析施設で共通して実行

可能な項目に絞った．個々の項目における具体策については施設ごとに工夫した対策を立てていただき

たい．

1. 抜針事故防止のための十か条

血液透析患者一般に当てはまる対策として7項目を選定した．

1） 固定に配慮 穿刺部位

穿刺しやすいことを優先して，固定しにくい部位に穿刺針を挿入していないだろうか．これでは固定

不十分となりやすく，必然的に抜けやすくなる．動脈瘤様になっているシャント部の頂上付近や，関節

可動域近辺などがこれにあたる．

2） 針挿入は 十分に

患者自身による予期せぬ抜針（自己抜去）や，体動（余裕分を超える血液回路の大きな牽引）に伴う

抜針は固定の工夫だけでは予防しきれない．一方，

ちょっとした体動による抜針は穿刺針を深く挿入し

て固定することで，ある程度予防可能である．穿刺

針のタイプ（カニューレ針か，翼状針か，ストレー

トタイプかテーパタイプか）で若干異なるが，少な

くとも血管内に挿入が可能な長さの2/3以上は挿入

する必要がある．

3） 剥がれ難き テープ貼り

穿刺針や血液回路の固定に用いる粘着テープの種 固定の仕方の例
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類や幅・長さは施設ごとに千差万別であるものの，アンケ

ート結果3）では共通している部分が多い．粘着テープの材

質ではプラスチックと不織布がほとんどを占め，テープの

幅は2.4�2.6cm，長さは5�8cmおよび8�11cmがほとん

どであり，粘着剤はアクリル系がゴム系を上回っていた．

テープ固定の工夫としては，翼状部がある穿刺針の場合に

は，翼の部分をテープ固定する方法が多く推奨されており，

抜針予防用のテープ固定法として，α固定法などが有用な

手法として紹介されている．血液回路を固定する場合には，

回路とテープの接触面積を大きくして，脱落を予防する方

法として，テープのΩ固定が有用とされる．

これらの方法を検討し，テープ固定が剥がれにくい工夫

を標準的な固定法とすることが，軽微な体動に伴う抜針事

故の防止には有用と思われる．

4） 余裕をもたせた 回路の固定

患者の体動に伴って血液回路が牽引された結果，穿刺針が抜去される事故は多い．認知症や意識障害

により予測できないような体動があった場合には，血液回路の固定に多少の余裕を持たせても無効な例

が多い（第8�10条参照）．想定される範囲の日常的な体動に対しては，これにより血液回路の急激な

牽引が生じないように余裕を持たせた固定法の工夫が有用と考えられる3）．

牽引防止のため血液回路に余裕を持たせる固定法には，回路にＳ字状のたるみを持たせる，穿刺針か

ら伸びる血液回路を一旦Uターンさせて固定する，穿刺針から伸びる血液回路にループを形成させて

固定するなどの方法がある．血液回路が脱血側（A側），返血側（V側）のいずれであるか，穿刺針の

位置と方向とを併せて考慮し，想定される腕の動きによって穿刺針が牽引されないよう，血液回路に余

裕を持たせるようにすれば有用と思われる．牽引防

止のために血液回路を患者自身の手に持たせる方法

は賛否両論があるが，手の動きにより穿刺針が牽引

されることがないようにすれば，腕全体の動きに伴

う抜針事故を削減する効果が期待できる．

5） 指差し・声出し 安全確認

穿刺針と血液回路の接続やこれらの固定の際に，

しっかりと接続や固定が行われているか，回路の固

定に必要な余裕が与えられているかについて，固定

者は指差しと声だしを行いながら，確認作業を必ず

行う手順を標準にすることが望まれる．可能であれ

ば，他者との相互確認が望ましい．穿刺針や血液回

剥がれないテープ固定

余裕の回路固定



10

路の接続や固定は，目的意識を持たずに漫然と実施

すると，おざなりとなって抜針事故の原因を作る危

険性がある．また，穿刺や固定が，自分の責任で安

全かつ確実に行われたという確認のためにも，指差

しは必要である．

6） 患者も協力 抜針予防

理解力がある患者には，体動に伴い抜針事故の危

険があること，医療スタッフ側が想定している体動

の範囲を説明し，不用意な体動に伴う抜針事故を防

ぐ努力を行うべきであり，十分な効果が期待できる．

想定している範囲を超える体動が必要な場合には，医療スタッフに知らせてもらい，体動の介助を行う

ようにする．また，患者自身にも定期的に血液の漏れがないかも確認してもらい，万一の抜針や回路離

断の場合には，すぐに医療スタッフに知らせてもらうようにする．

7） 出血確認 頻回に

どのように対策を講じても，想定外の原因により抜針事故が生じる危険性がある．重要なのは，抜針

事故が生じても失血量を最小限に止め，重篤な事故に進展させないことである．この目的で，可能な限

り頻回に抜針や回路離断による失血がないかを確認することが大切である．血圧測定などのためベッド

サイドに行った際には，必ず出血の有無を確認するような作業手順を標準とする．

認知症や意識障害のある患者では，自己抜針や，医療スタッフの想定する範囲を超えた体動により血

液回路が牽引された結果の抜針事故の危険性が高い（抜針事故高リスク患者）．このような患者にはさ

らなる頻回の観察が必要である．

特に高リスク患者（自己抜針・想定外の体動）に対して，以下の3項目を選定した．

8） 監視しやすい ベッド位置

抜針事故高リスク患者は頻回の観察が必要なため，透析室内において使用するベッドを監視しやすい

位置に選択することは効果的と考えられる．専従の医療スタッフ一人を配置することは実行性が低いた

め，複数のスタッフの目により観察の頻度を増すようにする．ナースステーションや処置スペースの近

隣で，スタッフがいる機会が多い場所がよい．高リスクの患者については，治療スタート時にスタッフ

全員に周知し，担当のスタッフ以外でも近くにいる場合は観察を行うような協力体制が重要である．

9）怪しい動きに 要注意

抜針事故高リスク患者では，自己抜針や想定外の大きな体動をする前に前兆となるような不審な挙動

を示す場合が多い．このような場合は医療スタッフによる監視を強化する必要があるが，それでも対処

困難な場合には，家族などによる付き添いの協力を打診することも一法である．

指差し・声出し 安全確認
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10） 抑制やむなし 認知症

医療スタッフによる監視や家族などの付き添いでも予想できない体動がある場合には，患者の安全の

ため，家族や後見人などの了承を取って，シャント肢や反対側の腕，体全体などの抑制を行う必要があ

る．導入期の一過性の意識障害の場合などでは，数回の血液透析により意識状態が改善して，抑制が不

要となる例も少なくない．

2.抜針事故対応のための五か条

出来るだけの対策を講じて抜針事故を防止しようと努力しても，100％事故を防ぐことは不可能であ

る．そこで，万一抜針事故が起きてしまった場合には速やかに対応し，患者の被害を最小限にするとと

もに，再発を防止することに全力を尽くすことが重要である．その結果として，事故を生じた当事者や

施設側のダメージも最小限に食い止めることが可能となる．

1） なにはともあれ 処置と治療

抜針事故が発生した場合には，まず応急処置と治療を行わなければならないことは言うまでもない．

その際にも，早い発見ほど被害を最小限に止めることになるので，頻回の観察が大切となる．

2） 誰にもわかる 記録の作成

事故が発生した場合，関わったスタッフによって速やかに事故の経緯を記録し，診療録に記載する必

要がある．この記録を出来るだけ早く現場責任者や施設長に報告し，事故状況を共有する必要がある．

患者本人や家族に対応する場合に，医療側の状況把握が統一されていないことは不信を助長し，紛争の

種となる危険がある．正確な記録は事故対策の策定や将来の医事紛争において，欠くことのできない資

料となる．なお，デジタルカメラなどを用いた画像での記録も有効である．

3） 本人・家族へ 報告・説明

当座の処置や治療が終わった段階で，患者本人ならびに家族などにどのような事態が生じ，被害がど

の程度であり，どのような処置と治療を行い，予測

される後遺症がどの程度であるかを報告ならびに説

明する必要がある．報告と説明は直接関わったスタ

ッフとともに現場責任者，あるいは施設長が臨席し

て，静かな環境の部屋を用意して行うとよい．直接

関わったスタッフが混乱している場合には，臨席者

が代わって説明を行う．この際，いたずらに事態を

隠蔽することは後々に事態を混乱させ，患者本人お

よび家族から理解が得られない状況を作る結果とな

る．起きてしまった事態を正直に報告するとともに

遺憾の意を示し，過失があれば率直に詫び，誠意を

持った対応をとることが結果として紛争を最小限に 本人・家族への報告と説明
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くい止めることになる．詳しい事故原因はこの時点で分からないことが多いので，原因の探求と再発防

止策，事故に対する補償については十分な調査を行ってから，改めて説明・話し合いの場を持つことを

約束する．

4） 事故情報を みんなで共有

前項で述べたように正確な事故状況を医療側が共有することはきわめて重要である．これによって医

療安全委員会において事故対策を考案し，事故防止マニュアルを策定することに役立つ．出来れば，日

本透析医会医療事故対策部会にも報告して，全国の施設における抜針事故の防止対策に役立ててほしい．

また，同部会において作成した抜針事故の記録用紙（見本）（次頁）を全国の施設が利用することによ

り，抜針事故防止のためのデータベースが構築される予定である．

5） 事故対策の マニュアル更新

多くの施設で独自の事故防止マニュアルを作成していると思うが，マニュアルは必要に応じて更新し

ていく必要がある．新たな事故によって，新たな事故対策ができた場合には，マニュアルに取り込むこ

とが重要である．
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資料3 事故事例集（資料）

この事故事例は，愛知県透析医会会員で，各施設の治験・研究委員会あるいは倫理委員会など，関連委員

会の了解が得られたか，または施設長の了解が得られた施設から，別添の報告用紙を用いて任意に事故情報

を提供してもらい，公開して討論するという方法で，事故防止対策を試みるための報告内容である．

最も重要な点は，個人及び施設情報が完全に保護された状況であることと，公開等についても，施設の了

解を得ることにある．また，収集された事故は，施設の考えで，表1のごとき分類が行われた．また収集さ

れた事例は参加した施設へ文書で報告するとともに，その一部を愛知県透析医会が共催する「愛知県透析セ

ーフティマネージメント研究会」で発表した．

なお今回添付した資料は，事例集として用いるための校正前の資料で，原則的に，報告書（資料３付録）

の書式にしたがって掲載されているため，報告書の１）～３）は省略されている．
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表1 事故レベルの定義

医療事故・医療ミスのレベルを下記6段階で定義した．

レベル0 実施されなかったが，仮に実施されていたら何らかの実害が予想される．

レベル1 実施された現時点での実害はなく，その後の観察も不要．

レベル2 実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要．あるいは何らかの検査を要した．

レベル3
実害が生じ，そのため検査や治療を行った．あるいは入院の必要が生じた．または入院期

間の延長を要した．

レベル4 実害が生じ，その障害が長期にわたると推測される．

レベル5 死亡に至った．
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第2回 医療事故，医療ミスの実態把握と改善への取り組み

愛知県透析医会研修委員会

レベル3以上の報告書
（レベル2以下の誤穿刺，抜針直前の状況，投薬ミスを含む）

以下の□にチェックを，下線 には数値を記載して下さい．

貴施設コードNo.（4桁）：

1） 報告年月日：平成 年 月 日

2） 院長，施設長などの責任者の許可をいただきましたか？：（ □ はい □ いいえ ）

3） どの内容ですか：

□（1）レベル3以上の事象（レベル0から2までの） □（2）誤穿刺

□（3）抜針もしくは抜針直前の状況

□（4）投薬ミス

4） 事故内容

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

5） レベル（貴施設で判断されたレベルの□に印をつけて下さい）

5）－1 （2）誤穿刺，（3）抜針もしくは抜針直前の状況，（4）投薬ミスの場合

□ レベル0：実施されなかったが，仮に実施されていたら何らかの実害が予想される．

□ レベル1：実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要．

□ レベル2：実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査

を要した．

5）－2 （1）レベル3以上の事象

□ レベル3：実害が生じ，そのため検査や治療を行った，あるいは入院の必要が生じた，また

は入院期間の延長を要した．

□ レベル4：実害が生じ，その障害が長期にわたると推測される．

□ レベル5：死亡に至った．

6） 2名以上の患者に同時に発生した集団発生事故ですか？

□ いいえ □ はい（具体的に 名）

7） 発生した日時：□ 平成 年 月 日 曜日 □ 不明

8） 発生した時間：□ （ A.M. P.M.） 時 分 □ 不明
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9） 発生時期：

□（1）血液透析開始前（ベッドに横になって透析開始操作を実施する前）

□（2）血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

□（3）血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

□（4）血液透析終了時期（透析終了操作実施時期）

□（5）血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

□（6）不明

10） 被った方： （複数回答可）

□（1）入院患者 → 11）へ進みます．

□（2）外来患者 → 11）へ進みます．

□（3）医療従事者などスタッフ → 12）へ進みます．

11） 被った方が（1）入院患者もしくは（2）外来患者の場合：（複数の場合，空欄へ記載して下さい）

患者の性別 （ □ 男性， □ 女性 ）

患者の年齢 歳

患者の透析歴 年 カ月

患者の原疾患（ □ 慢性糸球体腎炎 □ 糖尿病性腎症 □ その他 ）

→ 13）へ進みます．

12） 被った方が（3）医療従事者などスタッフの場合：（複数の場合，空欄へ記載して下さい）

性別 （ □ 男性 □ 女性 ）

年齢 歳

透析関係の従事年数 年 カ月

→ 13）へ進みます．

13） 原因に関与したスタッフの職種（複数回答可）

□（1）常勤医師 □（2）非常勤医師 □（3）常勤看護師 □（4）非常勤看護師

□（5）常勤臨床工学技士 □（6）非常勤臨床工学技士 □（7）その他（ ）

14） 転帰（複数回答可）

□（1）死亡 □（2）入院（外来患者の場合） □（3）入院期間延長（入院患者の場合）

□（4）後遺障害（現在通院中も含む） □（5）不変 □（6）軽快

□（7）その他（ ）

15） 今回の事故原因についての考察を記載して下さい．何が原因だったのでしょうか？

・・・・・・・・

・・・・・・・・

16） 今回の事故を教訓にその後とられた再発防止策について記載して下さい．

・・・・・・・・

・・・・・・・・

以上です．ありがとうございました．



事例 1

4） 事故内容：職員の誤穿刺

5） レベル：3（実害が生じ検査を実施した）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年9月（金曜日）

8） 発生した時間：午前10時0分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：職員

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：7.その他（誤穿刺した以後，定期的な血液検査）

15） 原因：穿刺後のテフロン針内筒をリキャップする際，左第3指を誤穿刺した．

16） 教訓と再発防止策：リキャップ時にはシングルハンドの徹底を行うようにした．

事例 2

4） 事故内容：職員の誤穿刺

5） レベル：3（実害が生じ検査を実施した）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年9月（火曜日）

8） 発生した時間：午後9時36分

9） 発生時期：4.血液透析終了時期（透析終了操作実施時期）

10） 対象：職員

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：7.その他（誤穿刺した以後の定期的な血液検査）

15） 原因：1名で回収操作中に1本目（静脈側）を抜針して，返血用の生理食塩液バッグのゴム部分に刺

す時に誤って右第3指を刺した．

16） 教訓と再発防止策：現在，誤穿刺防止用の穿刺針（JMS社製）を検討中．

事例 17

4） 事故内容：透析終了後ダイアライザー，回路を片付けようとした時に，排液チューブの色が淡い血性

（淡オレンジ色）であることに気づく．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（火曜日）

8） 発生した時間：午後9時55分

9） 発生時期：4.血液透析終了時期（透析終了操作実施時期）

10） 対象：外来

19

誤穿刺
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漏 血



13） 原因に関与したスタッフ職種：2.非常勤医師 3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：5.不変

15） 原因：コンソールを点検したが透析治療中のリーク異常は確認されなかった．このため透析後，排液

回収時にリークがおこったと思われる．次の透析前に血算採血したが貧血悪化はなかった．また

熱発など感染徴候もみられなかった．

16） 教訓と再発防止策：今まで通りコンソールを定期的に点検していく．透析機器の進歩によって最近は

治療中のリークを経験しなくなった．しかしそうした場合の対処方法もスタッフに再教育してい

きたいと思う．インクを薄めて実際に感知するか試してみたい．

事例 20

4） 事故内容：透析終了時，チューブ鉗子で透析回路に亀裂が生じ，その部分より失血約30mLあった．

5） レベル：3

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（水曜日）

8） 発生した時間：午後0時10分

9） 発生時期：4.血液透析終了時

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：5.不変

15） 原因：チューブの弱い所，普段クランプしない所をクランプした．

16） 教訓と再発防止策：回路接続付近はクランプしない様に徹底する．

事例 21

4） 事故内容：終了時に体重測定をしたところ，基本体重よりかなり体重が残っていた．翌日，臨時に

ECUMを施行した．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（火曜日）

8） 発生した時間：午後5時0分

9） 発生時期：4.血液透析終了時期 血液透析終了後の体重測定時

10） 対象：入院患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：透析開始前，体重測定ミスまたは機械の故障か？

16） 教訓と再発防止策：体重測定時に2名以上で確認を行う．

［コメント］

除水不足や除水過剰についていくつか報告が出されています．
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原因として以下のように多くの可能性が挙げられます．

・体重測定時の問題：測定ミス，記載ミス，患者から偽りの申告，等．

・コンソール側の問題：除水ポンプ故障（事例16），透析モードスイッチ押し忘れ（事例33，50），透析

液の血管内へ急速な逆濾過（事例58），等．

いずれにしても結果として患者さんの生命に影響が及んだり，透析時間，回数の増加を強いてしまいます

ので，ふだんからの十分な注意が必要と考えます．

事例 22

4） 事故内容：透析3時間目，食事のため起き上がった時に静脈側穿刺針が抜けた．出血量は約100mL

であった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（火曜日）

8） 発生した時間：午後0時15分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了時より透析終了操作開始前まで）

10） 対象：入院患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：5.不変

15） 原因：

1.針の固定があまかった．テープは優肌絆R○（ユーキバンR○）を用いていた．

2.患者自身も手関節のテープ固定をはがしていた．

16） 教訓と再発防止策：

1.優肌絆R○を使用する時は固定を二重固定する．

2.余裕を持った固定を心がける．

3.起き上がる時には穿刺部を確認しながら起こす．

事例 23

4） 事故内容：HDF開始直後，漏血でアラームが鳴った．潜血反応が陽性であった．ダイアライザーを交

換してHDFを再開した．終了時に抗生剤（ケイテンR○）を投与した．その後，患者に異常はみ

られなかった．原因は不明であった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年12月（金曜日）

8） 発生した時間：午後5時30分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺時，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士
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14） 転帰：5.不変

15） 原因：不明

16） 教訓と再発防止策：ダイアライザーの取り扱いに十分注意する．

事例 27

4） 事故内容：1時間あたりの除水量と総除水量とを間違えた．患者の総除水量2,500mL，透析時間4時

間の予定であった．625mL/時間の除水設定が正しかったが，実際には2,500mL/時間として設

定してしまった．患者の穿刺介助の際，1時間の除水設定を確認せず透析運転してしまった．透

析開始より50分程で患者よりナースコールで気分不快の訴えがあった．そして血圧降下（ダウン）

と顔面蒼白の事態となった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（水曜日）

8） 発生した時間：午前10時10分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了時より透析終了操作開始前まで）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：6.軽快

15） 原因：

（1） 透析開始介助にて，1時間の除水設定の確認不足．

（2） チームリーダーの点検，確認不足．

16） 教訓と再発防止策：

（1） チームリーダーがコンソール設定しながら患者に確認してもらう．

（2） 1時間チェック時，1時間の除水を患者に確認してもらう．

事例 28

4） 事故内容：モニターラインがはずれ失血してしまった．失血量は30～300mLであったが正確には不

明．患者Ａ氏の穿刺介助に行った時，モニターラインがしっかりはまっているか確認せず，介助

をすべて終わらせて立ち去った後にモニターラインがはずれた．透析3時間目に血圧降下し，ま

た予定除水量より300g多く除水されていた．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（木曜日）

8） 発生した時間：午前9時30分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺時，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師
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14） 転帰：6.軽快

15） 原因：

（1） モニターラインがしっかりはまっているか確認しなかった．

（2） 回路→フィルター→接続ラインと接続部が多いので，はずれる危険度が高いと考えられた．

（3） フィルターは毎回交換していないため接続する回数が多く，接続部の口がはずれやすくなっ

ていた．

16） 教訓と再発防止策：

（1） これまで「圧モニターライン→フィルター→エキステンションチューブET3�200mmR○→

コンソール」と接続していた．今後はエキステンションチューブを取りはずし，コンソール

へフィルターを直接付けて，そこへ圧モニターラインを接続するようにした．

（2） 透析開始操作時に圧モニターラインの接続の確認をしっかりするように申し送った．

（3） 圧モニターラインの先にフィルターの付いた回路へ変更していくよう改良予定である．

事例 33

4） 事故内容：穿刺直後より静脈圧上昇あり，また本人からも違和感訴えがあったため，透析モード停止

にして再穿刺を行った．透析再開するためには透析モードのスタートスイッチを押す必要があっ

たが押し忘れてしまった．約30分後に他患者から指摘され押し忘れが発見された．このため以後

2回の透析で透析時間が各15分ずつ延長となり患者さんに迷惑をかけた．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年10月（木曜日）

8） 発生した時間：午前8時30分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：5.軽快

15） 原因：再穿刺者とリーダーが関わりながら発見できなかった．すなわち他患者の穿刺と重なる時間帯

であったため再穿刺者は多忙であり，最終点検せずに他患者のところへ移動してしまった．さら

にリーダー点検も直後に行われていたが，点検確認ミスにより発見できなかった．

16） 教訓と再発防止策：点検表に沿って確認の徹底．

事例 34

4） 事故内容：透析終了操作をした時，止血のみを確認してシャント音は聴取しなかった．透析後座位の

血圧111/54mmHgで患者さんは独歩で離床された．しかし5m程歩行して椅子に座ったところ

ふらつき転倒した．その時冷汗がみられた．このためすぐストレッチャーへ移した．血圧は

174/86mmHgへ回復した．リーダーと補佐で交代に手があいている方が血圧をみながら徐々に

離床させた．その間，担当看護師と回収した臨床工学技士は関わることなく，患者さんは帰宅さ
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れた．しかし帰宅後，患者さんが内シャント閉塞に気づき入院となった．翌日血栓除去術の事態

となってしまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年11月（水曜日）

8） 発生した時間：午後1時20分

9） 発生時期：5.血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 4.非常勤看護師 5.常勤臨床工学技士 7.その他

（師長補佐）

14） 転帰：2.入院（外来患者の場合） 7.その他（血栓除去術）

15） 原因：

（1） 止血確認後，人工血管であったにもかかわらず圧縮綿球をつけたまま一周させてテープ固定

をした．このためシャント音聴取ができていなかった．

（2） ふらつき転倒した後，血圧の観察のみしかできておらず，シャント音の確認をしていなかった．

（3） 担当看護師が透析終了後から一切関わっていなかった．

（4） 複数のスタッフが部分的にしか関わっていなかった．このため責任の所在が不明であった．

16） 教訓と再発防止策：

（1） 透析終了後に血圧低下があった場合，血圧測定だけでなくシャント音も確認していく．

（2） 回収者が止血を確認できなかった場合，受け持ちに声をかけていく．

（3） 人工血管の方にテープを一周させない．

事例 35

4） 事故内容：急性Ｃ型肝炎（アンプリコア定性陽性）の患者1名が発症した．

平成15年10月6日肝機能酵素上昇．同月20日HCV抗体陰性．同月31日HCV RNAアンプ

リコア定性が陽性であった．翌11月5日総合病院へ入院となる．急性C型肝炎と診断された．

HCVモニターゲノタイプ1．
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急性C型肝炎発症

＜診断前後の生化学データ推移＞

平成15年 9月1日 10月6日 10月20日 10月27日 10月31日 11月3日 12月17日

ALP 318 783 558 641 581 584 403

GOT 16 114 71 139 112 142 36

GPT 9 87 50 105 86 97 11

LDH 251 370 357 379 409 302

γ�GTP 11 140 149 164 155 64

Chol�E 102 145 145 160

アミラーゼ 88 130 134 129 155

IgM HBc抗体 （－）

HCV抗体 （－）

HCV RNAアンプリコア定性 （＋）



＜その他の経過＞

他院入院歴：平成15年7月14日から同月17日まで消化管出血疑いを主訴として総合病院へ入院．輸血，

上部消化管内視鏡検査を受けられた．

輸 血 歴：1回目は平成15年7月14日総合病院にてMAP2単位．2回目は同月30日当院にてMAP2

単位．いずれも日赤に残っていたサンプルからはHCV検出されず．

5） レベル：4（実害が生じ，その障害が長期にわたると推測される）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：不明

8） 発生した時間：不明

9） 発生時期：6.不明

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：7.その他 不明

14） 転帰：2.入院（外来患者の場合） 4.後遺障害（現在通院中も含む）

15） 原因：感染経路不明

16） 教訓と再発防止策：

＜当院での血液透析に関する状況＞

回収液：当日に個人用で準備している（使い回しはしていない）．

開始および終了操作：患者毎に手袋を替えて施行している．

ベッド：当院ではベッドは固定制となっている．当該感染患者は月・水・金曜夜間透析を受けられていた．

月・水・金曜昼間透析ではHCV抗体陽性患者のHCVセロタイプはグループ1．火・木・土曜昼

および夜間は現在使用していない．

コンソール，オーバーテーブル，ベッド用聴診器を透析終了毎に次亜塩素酸ナトリウムにて清拭し

ている．

駆血帯：患者別に名前が記載されているものを使用している．

シーツ：血液汚染がみられた場合，その都度シーツ交換を実施している．汚染シーツは水洗後に次亜塩素酸

ナトリウムで消毒している．

事例 38

4） 事故内容：当該病棟患者が透析室へ入室する前，スケールベッドの準備をする際，布団3kgを乗せた

まま体重表示を０と設定してしまった．その後当該病棟患者が入室し，スケールベッドへ移り透

析前体重を測定する時には布団3kgを乗せずに測定した．このため実際の体重より3kg低い値

が表示されてしまった．この値をもとに透析による除水量が設定されたため，3kg少ない除水と

なった．透析後の正確な体重測定で除水が3kg残ったことが判明した．原因検討にてスケールベ

ッド設定方法の間違いが指摘された．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：記入なし

7） 発生日時：記入なし
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8） 発生した時間：記入なし

9） 発生時期：記入なし

10） 対象：入院患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：うっかりミスであるとともに勤務交替直後であり，体重測定方法に十分習熟していなかった．

16） 教訓と再発防止策：新人オリエンテーションマニュアルを再チェックするとともに，教育されたかど

うかを確認する必要がある．

事例 39

4） 事故内容：透析患者の穿刺を行う際に，動脈側，静脈側の位置を間違え穿刺して接続した．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：記入なし

7） 発生日時：記入なし

8） 発生した時間：記入なし

9） 発生時期：記入なし

10） 対象：記入なし

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：カルテにどちらが動脈側か静脈側かを記載してあることは知っていた．しかし早く穿刺せねば

との焦りからカルテ確認を省略して穿刺してしまった．反対接続が大きな問題であるとの認識は

少なかった．

16） 教訓と再発防止策：

（1） 透析終了時に抜針者により事故が発見され，報告を受けた．既に透析は終了しており，患者

の状態には変化がないので帰宅してもらい，その後主治医に事後報告した．

（2）（看護師サイドから）カルテの確認作業の徹底．医師への報告を直ちに行うことの徹底．

（3）（医師サイドから）反対接続をして血液透析を行うと再循環という現象が生じ，体内の血液

浄化が行われない可能性が生じる．このため本来は透析後の血液検査（血清カリウム等）の

緊急結果を見て対応（追加の血液透析等）を考えねばならない事故であり，看護師たちの自

己判断での帰宅は問題であったと指導した．

［コメント］

再循環の原因には動脈側と静脈側とを逆に穿刺して接続する場合や，たとえ穿刺が正しくても，シャント

流量が少なく，静脈圧が高く，内シャントの構造が単純でない場合に生じます．再循環が発生すると透析回

路内の血液のみが浄化されるため，回路内血液の色調が明るくなる傾向があります．またダウン等で途中補

液の際に動脈側から補液が吸い上げられ，回路内血液の色調が薄まるなどの現象がみられます．経験を積ん

だ看護師さんはこれらの現象で再循環を発見していただくことがあります．再循環が疑われた場合，その段

階で（透析中，透析後とも）血液浄化がきちんとできているか否か，特に血清カリウム値がきちんと下がっ

ているかを確認する必要があります．そして採血場所は，もし抜針されていなければ透析回路からではなく，
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シャント肢とは別の場所（反対側上肢等）の静脈から採血する必要があります．血液浄化が不十分と判断さ

れたら追加の透析が必要になります．

事例 40

4） 事故内容：ハッピーキャスR○「クランプキャスR○」という名称のシャント穿刺針を使用して透析療法

施行中，患者の体動が激しいという問題はあったにせよ，皮膚固定に使用していた翼がゆるくな

って管から脱落したため失血事故となった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成16年1月（金曜日）

8） 発生した時間： 記入なし

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 対象：記入なし

13） 原因に関与したスタッフ職種：記入なし

14） 転帰：幸いにも少量の出血のみで対処できましたので，患者さんの生命に対する危険は回避できまし

た．

15） 原因：当院の職員は全員がこの翼は管と接着されているものと思い込んでいて，翼の部分で皮膚固定

しておけば安全と思っていた．しかし実際ははめこんであるだけで接着されていない為，抜けて

しまった．このことは容易に再現できた．

16） 教訓と再発防止策：メーカー［発売元：メディキット株式会社，製造元：東郷メディキット株式会社

（東京都文京区湯島1丁目13番2号03�3839�0201）］へ問い合わせたところ，今までこのような事

故の報告はなかったと．また，現在出荷している部品は翼の材質を変更して脱落しにくくしてい

るとの返事でした．しかしつい最近までこの製品は出荷されていましたので，まだ在庫を持って

いる透析センターもあると思われます．

平成16年1月「医療用具の不具合情報」として厚生労働省に報告しました。

また同封の添付文書にはこの記載がないことを確認し，製造業者にPL法に基づき対処するよう

に依頼しました．

事例 41

4） 事故内容：平成15年12月患者さんへシャントグラフト移植術が行われ，術後疼痛時のためロキソニ

ンR○1錠屯用が指示された．しかしロキソニンR○服用数時間後かゆみが出現したため，抗アレル

ギー薬投与を要した．この患者は造影剤アレルギーとともにロキソニンR○禁忌「ロキソニンR○での

アレルギーあり」がカルテ内に記載されていたが，確認されないまま投与されてしまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年12月（水曜日）

8） 発生した時間：記入なし
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9） 発生時期：その他

10） 対象：入院患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：1.常勤医師 3.常勤看護師

14） 転帰：6.軽快

15） 原因：以前ロキソニンR○でアレルギーが出たことがあり，カルテにロキソニンR○禁忌となっていたが

確認を怠ってしまった．患者も体に合わない鎮痛薬があることを知っていたが薬剤名までは知ら

なかった．

16） 教訓と再発防止策：

（1） カルテに記載されている禁忌薬を確認すること．

（2） 患者に薬品名を知らせ，次回からは患者も飲む前に薬品名を確認してもらうこととした．

（3） 指示を受ける際，看護師も必ず禁忌薬の確認をする様に徹底する．

事例 42

4） 事故内容：穿刺後針をボックスに捨てようとした時に自分の右手首を刺してしまい，この時びっくり

して針を離して下に落とした．落とした針が自分の右足甲に刺さってしまった．当院ではクラン

プ針を使用しており，シャント穿刺後にテフロン外筒を残し内筒の金属針を抜いた際に誤穿刺を

した．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年12月（金曜日）

8） 発生した時間：午前9時50分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：記入なし

15） 原因：針を捨てる時に注意を怠っていた．

16） 教訓と再発防止策：針を捨てる時，誤穿刺しないよう最後まで細心の注意を払うよう心がける．

事例 43

4） 事故内容：患者さんは高ナトリウム透析のため個人用コンソールを使用していた．穿刺時にたまたま

穿刺後の針入れがなかったため，開始セット上に穿刺後の針を置いた．そして採血用シリンジを

取る際に手がすべり左第2手指に誤穿刺してしまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成16年1月（土曜日）

8） 発生した時間：午前10時10分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）
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10） 対象：職員

13） 原因に関与したスタッフ職種：5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：記入なし

15） 原因：早く穿刺してあげようと気があせり，針入れの準備を怠ったためと考えられた．

16） 教訓と再発防止策：ただちにコンソールに針入れを設置しました．

事例 44

4） 事故内容：透析開始時に穿刺後の針によって左第3手指第1関節部に誤穿刺をした．当院ではクランプ

針を使用しており，シャント穿刺後にテフロン外筒を残し内筒の金属針を抜いた際に誤穿刺をし

た．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成15年12月（土曜日）

8） 発生した時間：午前9時12分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：記入なし

15） 原因：不注意によるもの

16） 教訓と再発防止策：穿刺に使用した金属針の扱いを慎重にする．

事例 45

4） 事故内容：きざみ食の患者さんへ普通食を配膳してしまった．サロン（別室）にてヘルパーがその普

通食の食事介助している際に，患者さんは誤嚥してしまい意識低下が出現した．看護師がサロン

に行った際発見し，口腔内の食物をかき出して状態改善が得られた．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：15年12月（金曜日）

8） 発生した時間：午後2時0分

9） 発生時期：5.血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：2.入院（外来患者の場合）

15） 原因：誤嚥の恐れのある患者さんに普通食を配膳したため．

16） 教訓と再発防止策：

（A）配膳の間違いを防ぐための対策

（1） ｢きざみ食｣の容器のフタに患者名を記載した用紙を貼る．
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（2） 食事の注文用紙に，数でなく患者名を記入し，配膳台前に貼る．

（3） ｢きざみ食｣を食べる患者さんのベッドには ｢きざみ食，○○○○｣と氏名の入った大きめ

のカードを付ける．

（B） 誤嚥の早期発見のため，スタッフの目の届くベッド上で食事をしていただく．

事例 47

4） 事故内容：看護師1名で回収操作中．1本目（静脈側）を抜針して返血用生理食塩液バッグのゴム部

分に刺す時に誤って右第2手指を刺した．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成16年2月（土曜日）

8） 発生した時間：午後0時0分

9） 発生時期：4.血液透析終了時期（穿刺等，透析終了操作実施時期）

10） 対象：職員

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：7.その他（誤穿刺した職員の定期的な検査）

15） 原因：記入なし

16） 教訓と再発防止策：抜針しにくいシャント，止血困難な患者に対しては，なるべく抜針側と機械操作

側の2名で回収操作を行う．

事例 48

4） 事故内容：透析終了し，回収操作中の看護師が動脈側穿刺針を抜針して，返血用生理食塩液バッグの

ゴム部分に刺そうとした際誤って自身の左第3指を刺してしまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年1月（水曜日）

8） 発生した時間：午後0時40分

9） 発生時期：4.血液透析終了時期（穿刺等，透析終了操作実施時期）

10） 対象：入院

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：

・スタッフ自身の自覚

・生理食塩液バッグに刺されている補液回路の接続部（ツバモト）が大きく回収操作時針を刺し

にくい．

16） 教訓と再発防止策：

・ミーティングを行い再発防止策を検討すると共にスタッフに対し注意を促す．
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・現在回収操作マニュアルまた透析回路の変更を検討中．

事例 50

4） 事故内容：透析開始操作時に透析モードのスタートスイッチを入れ忘れたため，透析と除水を35分間

施行できなかった．このため透析時間を30分延長して対応する事となり，患者さんへ多大な迷惑

をかけた．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成16年1月（月曜日）

8） 発生した時間：午後5時35分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：6.軽快

15） 原因：患者さんの体重増加が多く本人に注意しながら透析開始操作を行っていて，最後に透析スター

トスイッチを押したつもりでした．患者さんのベッドから離れる時に再度点検しなければいけな

かったのですが，別の患者さんの穿刺の順番に気を取られてしまいました．すべての穿刺が終わ

って，1時間目のチェック時に透析コンソールの緑色の電気が点滅しているのに気づき，透析ス

タートスイッチが入っていなかったことを確認しました．その時スタート時間から35分過ぎてい

ました．

16） 教訓と再発防止策：透析開始操作時に点検（声だし，指差し点検）をして，ベッドから離れる前にさ

らにもう一度，総除水量，時間除水量，透析スタートスイッチが入ったかどうかの確認をする事とし

ます．

事例 51

4） 事故内容：患者Kさんの動脈側と静脈側を間違えて穿刺して回路をつないでしまった．透析終了時に

発見され，内シャントと反対側静脈から緊急に採血した．データが出るまで透析の延長をさせて

しまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成16年2月（月曜日）

8） 発生した時間：午前9時35分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 対象：外来患者

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：肘関節部への穿刺依頼が患者さんからあった．シャント図を確認したが穿刺針に気を取られ穿
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刺者の思い込みによるミス．

16） 教訓と再発防止策：シャント図の2度，3度の確認をする．

事例 53

4） 事故内容：血液透析施行後，体重が増加してしまった．透析前体重64.5kg，透析後体重65.2kg．除

水総量3,400mL．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年2月（土曜日）

8） 発生した時間：午後9時20分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 対象：外来

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：6.軽快 7.その他（再穿刺後2時間ECUMにて2,500mL除水）

15） 原因：・不明．透析前体重もいつもと同じ増加であった．体重の確認は本人が行っている．虚偽をす

るような患者ではない．

・患者監視装置をチェックするが異常なし．自己診断4回OK．除水量実測2回OK．バラン

ステスト2回OK．

16） 教訓と再発防止策：透析中の血圧監視を見直して，通常と異なる場合は体重実測する．

事例 55

4） 事故内容：患者様が針先の痒みのため掻いたところＶ圧上昇した．Ｖ側腫脹みられた．医師報告にて

回収の指示があり．Ａ側で返血するためそれぞれの回路との接続をはずす時回路側のチューブが

接続部からはずれずちぎれてしまった．そのためエアー返血となった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年2月（金曜日）

8） 発生した時間：午後8時50分

9） 発生時期：4.血液透析終了時（透析終了操作実施時期）

10） 対象：入院

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 4.非常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：

・接続部の取り外し方に問題があった．

・�痒感の強い患者様であったため，優肌絆R○を使用していたにもかかわらず掻いているうちに

テープがゆるみＶ側腫脹となった．

16） 教訓と再発防止策：
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・接続部からはずれず回路側のチューブがちぎれたため，エアー返血を施行したが回収生理食塩

液回路を使用すれば生理食塩液にて返血が出来るということ．

・�痒感の強い患者様に対しては特にテープの固定を他の患者様より多く本数を使用すること．

事例 57

4） 事故内容：日機装社製DBB�72R○（1997年製）において返血操作のため｢停止｣スイッチ→ ｢準備回収｣

スイッチを押したところ，静脈圧上限警報発生（Ｖ圧300mmHg以上）する．ダイアライザーか

ら静脈側血液回路，穿刺針，シャントの観察を行うが異常なく（Ｖ圧上昇となる），逆にダイアラ

イザーから静脈側の穿刺針まで血液の色が希釈された色調（薄赤色）であった．スタッフの気転

で｢排液｣ボタンを押し，ダイアライザーから透析ホースをはずし，静脈圧解除をはかり返血操作

を終了した．透析終了後，体重測定し予定より1.3kg残っていた．（終了前に除水は完了）患者

の自覚症状はなく安定し医師より患者家族共に説明を受け，予防的に抗生剤4日分処方し対処す

る．その後10日間経過しているが状態に変化はみられない．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年3月（水曜日）

8） 発生した時間：午後10時5分

9） 発生時期：4.血液透析終了時（透析終了操作実施時期）

10） 対象：外来

13） 原因に関与したスタッフ職種：2.常勤医師 4.非常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：｢準備回収｣スイッチONと同時に，装置内電磁弁不良にてダイアライザー内の透析液側内圧が

急上昇し，多量の透析液が血液中に流入するという，逆濾過現象発生．

ダイアライザー：東レBS�1.6ULR○（UFR:50.0） 機種：DBB�72R○ 透析液流量：500mL/分

16） 教訓と再発防止策：

・透析開始から終了まで，静脈圧変化に留意し ｢透析｣工程で返血操作を行う．

・警報発生で解除できない場合は｢停止｣スイッチを押し透析ホースをはずす．又は最終的に原因

不明で対応困難となった場合は電源OFFとする．

・該当機器は，静脈圧上昇時に逆濾過発生の可能性があることをスタッフに周知する．

・単一故障において，生命危機のある逆濾過現象が発生しない様にメーカーに早期対応（改良）

を勧告要請する．

・透析医会として，機器安全の対応をお願いしたい．

事例 58

4） 事故内容：透析回収後，看護助手がコンソールから回路を外そうとした際，穿刺針が左手薬指に刺さ

ってしまった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）
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6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年3月（水曜日）

8） 発生した時間：午後2時0分

9） 発生時期：5.血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

10） 対象：スタッフ

13） 原因に関与したスタッフ職種：7.看護助手

14） 転帰：5.不変

15） 原因：透析回収，コンソールから回路を外す際，穿刺針の位置を確認していなかった．（通常返血用生

理食塩液バッグへ刺す事となっている．）位置を確認していないためはっきりわからないが，回収

者が通常の場所に針を刺さなかったか，回路を外す過程で針が抜けた事が原因と思われる．

16） 教訓と再発防止策：

・回路の片づけを始める際に通常の場所に針が刺さっているか確認をする．

・片付ける際に針が抜けてしまう可能性があるため，その事を頭に入れ慎重に取り扱う．

事例 60

4） 事故内容：35歳女性の5時間透析の患者で透析開始1時間半目に顔色不良，気分不快があり血圧が40

mmHgまで下降した．その時点で生理食塩液 250mLを注入する．2時間目にも血圧が 53

mmHgまで下降し，生理食塩液を更に250mLを注入する．その後も透析終了時まで血圧は90

mmHg前後と低値で牽引痛もあった．5時間透析の5時間経過時に計算上では1.5kgの引き残

しとなるため本人の希望でECUMを追加した．ECUM経過45分後に体重測定を行うと，目標

体重より1.6kg引きすぎていることが判明する．医師の指示により生理食塩液1Lを1時間かけ

て補液し，血圧が103mmHgになったところで帰宅してもらった．

5） レベル：3（実害が生じ検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：16年2月（土曜日）

8） 発生した時間：午後9時0分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了時より透析終了操作開始前まで）

10） 対象：外来

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師 5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：6.軽快

15） 原因：前体重は体重計の印字と一致し，体重増加も中2日で4.1％といつも通りであるためコンソー

ルの故障が考えられた．透析終了時にコンソールを点検したところ，自己診断機能での装置の密

閉系チェックでは異常がなかった．除水誤差時に故障の頻度の高い電磁弁を分解して確認したが，

異常は認められなかった．除水精度のテストを行ったが問題はなかった．

16） 教訓と再発防止策：原因が不明であるため，原因の特定ができるまで本装置を使用不可とし，原因の

究明を行う．
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事例 77

4） 事故内容：当施設では血液ガス分析装置洗浄用の薬液を注射筒内に入れてあった．そしてこの注射筒

の先端は外筒キャップのついた注射針を用いて蓋をされていた．

血液試料を注入する血液ガス分析装置注入口（プローブ）にこの洗浄用薬液を注入しているため，

この注射筒と中の薬液は常に血液に汚染されていた．

しかし臨床工学技士がこの洗浄用薬液をプローブへ注入後，注射針の外筒キャップを誤って外し

てしまい，リキャップの際，自身の指に誤穿刺してしまった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た．）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年4月（火曜日）

8） 発生した時間：午前11時0分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：3.医療従事者などスタッフ

11） 患者の性別：男性

12） 医療従事者の年齢：22歳 透析関係の従事年数：0年1ヶ月

13） 関与したスタッフ職種：5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：7.その他（経過観察中）

15） 原因：1.注射針の扱いに慎重さを欠いていた．

2.リキャップの際，シングルハンドで行わなかった．

16） 教訓と再発防止対策：1.シリンジの蓋は注射針ではなくゴム製のものに変更した．

事例 78

4） 事故内容：HCV抗体陽性の患者でクランプキャスR○を使用して穿刺時に，内筒の金属針をシャントに

刺入し，外筒を内筒にそって血管内に挿入した後に，内筒の金属針を左手で外筒より抜いた際，

抜いた内筒金属針で右第1手指に刺してしまった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た．）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年4月（火曜日）

8） 発生した時間：午前9時0分

9） 発生時期：2.血液透析開始時期（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 被った方：3.医療従事者などスタッフ

11） 患者の性別：女性

12） 医療従事者の年齢：24歳 透析関係の従事年数：0年6ヶ月

13） 原因に関与したスタッフ職種：5.常勤看護師

14） 転帰：7.その他（経過観察中）
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15） 原因：1.穿刺針の扱いに慎重さを欠いていた．

16） 教訓と再発防止対策：誤穿刺対策が施されたクランプキャスR○への変更が望まれるが，現在のクラン

プキャスR○に比べコストが高く，今年度の診療報酬改定の影響によりコスト高となる医療材料へ

の変更は難しくなった．

事例 80

4） 事故内容：血液透析開始2時間目を過ぎた頃，静脈側穿刺針と血液回路との接続が外れて出血した．

患者自身が出血に気付きナースコールした．看護師，臨床工学技士がベッドサイドへ駆けつけた

が，出血箇所を確認するのに手間取った．そのため約100mLの推定出血量となった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た．）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年4月（水曜日）

8） 発生した時間：午後8時30分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：63歳 透析歴：0年7ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：7.その他（経過観察中）

15） 原因：以前，穿刺針と血液回路との接続部のルアーロックのゆるみが比較的多くあった．このためル

アーロックを締めた後，それが動かないようテープで固定することに決めていた．今回も基本通

りルアーロックにテープを巻き，他に3本のテープで穿刺針と血液回路を固定した．

しかしルアーロック部のテープの中で接続が外れてしまった．このテープは巻かれたままだった

ため接続は完全に外れてはいなかった．さらにそのテープが覆われていたため，そこが外れて出

血していると判るのに若干の時間（30秒程）を要した．

接続外れの原因としてルアーロックの締め損ねと思われた．

一方，患者自身も痒みの強い方だったので，透析中も頻繁に腕を動かしていた事も一因と思われ

た．

16） 教訓と再発防止対策：

1.穿刺針メーカーにルアーロックの緩みに対しての改良を依頼．

2.動脈，静脈側共に3本のテープで固定（Ω固定，3点固定）する方法は従来どおり変更せず．

3.ルアーロック部のテープ固定を止めて，ロックを確認できるようにし，1時間毎にロックの確

認を必ず行う事にした．

事例 83

4） 事故内容：2004年3月糖尿病性腎症で血液透析へ導入された．73歳．導入時より寝たきりで，四肢麻

痺があり食事摂取は全面介助であった．脳血管障害性パーキンソン症候群の患者であった．JCS:
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Ⅱ�20であった。4時間透析終了直前に自然抜針し，失血による死亡事故．

5） レベル：5（死亡に至った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年1月（月曜日）

8） 発生した時間：午後1時30分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：1.入院患者

11） 患者の性別：男性 年齢：73歳 透析歴：2年9ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：1.死亡

15） 原因：導入時より四肢麻痺があり寝たきり状態で意識レベルⅡ�20，穿刺部位の腕は完全麻痺状態で

膝関節の屈曲，硬直があり反対側は不完全麻痺で，手指のみ可動可能でテープ固定に苦慮してい

た患者であった．この日は悪寒があり患者に布団を掛けた状態で穿刺部見えず，患者の発汗で固

定のテープが剥がれ易くなっていた．事故当時は77床の患者の透析終了時で目が行き届かなかっ

た．

透析装置の警報は，当時の静脈圧警報幅は上下50mmHgで特別に幅を持たしていたわけではな

く完全に抜針されず，警報点に触れず，抜けかかった状態であったので，警報が鳴らなかったと

思われる．

16） 教訓と再発防止対策：

1.穿刺針の固定…テープを2種類使用し患者全員α固定の徹底

2.穿刺部位…布団から必ず出し，紙シーツで覆うことをせず，穿刺部位が目視できる．意識レ

ベルの低い患者や体動のある患者に透析独自の看護度を作成し看護度の高い患者には穿刺針の

状況が一目でわかるようにサージットテープR○使用し，ペットボトルシーネの使用，必要であ

れば抑制も考慮．

3.人員配置…透析終了時，手薄になるのでリーダが監視できる体制を作る．

4.透析装置…看護度の高い患者の静脈圧警報幅を現行の50mmHgから30mmHgに変更した．

事例 85

4） 事故内容：39.2℃の発熱を主訴として患者が家人付き添いで車椅子にて来院された．（通常自宅から

運転手にて車搬送が必要である患者であった）

医師による診察後，抗生剤点滴静注投与指示があった（セファメジンR○1g＋生理食塩液50mL）．

この時点で禁忌薬確認をカルテ上で行わず指示物品を用意し，点滴施行者が血液回路へ接続した．

約 4mL注入した時点で他看護師より，この患者にはセファメジンR○禁忌である旨の指摘があった．

そこですぐカルテ確認実施して禁忌薬物品と確認し，点滴注入を停止し医師へ報告して当該薬品

使用を中止した．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ
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7） 発生日時：平成18年7月（木曜日）

8） 発生した時間：午後2時30分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：82歳 透析歴：7年11ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：2.非常勤看護師，3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：a） 非常勤医師からの指示であったこと．

b） 常勤スタッフからの情報提供が不足したこと．

16） 教訓と再発防止対策：抗生剤，造影剤など内服，点滴静注投与の指示が出た場合，必ず当該患者の禁

忌薬欄項目を医師と一緒に確認する．

事例 86

4） 事故内容：血液透析後，毎回インスリン自己注射されている患者．今回医師回診の際にインスリン種

類と投与量変更の指示があった．変更内容はヒューマカートR○からヒューマリンNR○ へ種類の変

更および4単位から6単位へ投与量の変更であった．しかしこれら指示確認が不十分であったた

め投与量のみ変更と認識してしまった．このためヒューマリンNR○ へ変更せずヒューマカートR○

を使用して6単位投与してしまった．

5） レベル：1（実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年4月（木曜日）

8） 発生した時間：午後1時30分

9） 発生時期：5.血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：女性 年齢：39歳 透析歴：14年11ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：未記載

15） 原因：a） 投与単位量変更のみと思い込みカルテでの指示を見落とした．

b） 現在どんなインスリンを使用しているかの認識不足．

16） 教訓と再発防止対策：きちんとカルテを確認する．

事例 87

4） 事故内容：透析開始後，看護師が開始セットの後片付けをしていた時に穿刺針にて自身の右第2手指

へ誤穿刺した．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ
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7） 発生日時：平成18年5月（土曜日）

8） 発生した時間：午前8時45分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：3.医療従事者などスタッフ

12） 医療従事者の性別：女性 年齢：33歳 透析関係の従事年数：4年7ヶ月

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：当院のマニュアルではシングルハンドで穿刺針を外筒（キャップ）へもどすことになっている

が，それを厳守していなかった．

16） 教訓と再発防止対策：

a） 誤穿刺した看護師は時々マニュアルを無視していたとの反省があり，今後マニュアルの厳守

を誓った．

b） 看護師長としては，これまで気づいていた時に注意していたが，今後，定期的にスタッフの

業務内容（マニュアルが厳守されているか）をチェックする必要があると反省している．

事例 90

4） 事故内容：血液透析実施中，静脈圧270～280mmHgへ上昇し上限警報が鳴った．血液回路には問題

なかった為，次に針先を見ようと注射バンR○を剥がしたところ静脈側ハッピーキャスR○穿刺針が2

cm程抜けかけていた．出血はなかった．この穿刺針を元の位置まで押し込むと静脈圧は下がっ

た．患者様に静脈穿刺針が抜けかけていた事を謝罪した．患者さんの立腹はなかった．

5） レベル：1（実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年5月（土曜日）

8） 発生した時間：午後0時35分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：65歳 透析歴：4年3ヶ月 原疾患：（未記入）

14） 転帰：5.不変

15） 原因：体動が激しい患者様であり，テープ固定が甘かったのか，体動によるものかは不明であった．

16） 教訓と再発防止対策：回路にあそびをもたせて固定をする．Ω固定，α固定の徹底．患者様にも気に

かけてもらう様注意していく．

事例 91

4） 事故内容：血液透析開始してから30分の間に静脈圧下限警報アラームが頻回に鳴った．そのたび1）

血流速度，2）穿刺針が抜けかけていないか，を確認したが警報アラーム原因は不明であった．臨

床工学技士に相談し，針先ガーゼをはがして良く確認すると，静脈側穿刺針が5～7mm程度し

か入っていない状況であった．針先から出血はなかった．深く入れ直して透析再開した．その後
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は問題なかった．

5） レベル：1（実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年5月（月曜日）

8） 発生した時間：午後3時15分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：43歳 透析歴：8年3ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

14） 転帰：5.不変

15） 原因：動脈，静脈側穿刺部ともに横ならびになった為，静脈側穿刺針固定テープは斜めになり針も2/3

は入れる．翼固定テープがあるためかさならない様に固定しなければならなかった．テープ（ニ

チバン3MテープR○25mm）どうしのくっつきが悪い為，テープ変更も考慮する必要あり．

16） 教訓と再発防止対策：アラーム時しっかりと確認をする必要がある．必要時チューシャバンR○もはず

して針先の状況も確認することが大切．動脈，静脈側穿刺部位が互いに近い時のテープ固定につ

いては特にテープ位置を考慮し固定をしっかりする必要がある．テープが重なる場合はきちんと

皮膚に密着するよう長めに固定する．

事例 94

4） 事故内容：血液透析中，2時間目定時チェック時に静脈圧が200mmHgへ上昇していたことを発見し

た．

静脈側穿刺針を観察したところ，針先が血管底へあたっていた．

このため針先を適切な位置へ調節した．

その結果20分後には静脈圧低下を確認した．静脈圧下限警報もなかった．

これらの経過から静脈圧上昇の原因は静脈側穿刺針が抜けかかっていたと考えられた．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年6月（金曜日）

8） 発生した時間：午後8時10分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：50歳 透析歴：9年6ヶ月 原疾患：IgA腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：針先調整した時の固定が甘かったため．

16） 教訓と再発防止対策：しっかりとした固定を行う．再固定時にテープを新しくする，もう一本余分に

固定する．
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事例 97

4） 事故内容：透析開始後3時間経過．ナースコールで脱血に気づいた．静脈側穿刺針の抜けかけで，す

ぐに穿刺針を奥に入れてテープ固定を厳重にした．静脈圧アラームなく，患者さんが血流の違和

感で気づきナースコールをした．失血量は正確には不明だが推定200mLであった．

総除水量2,300mLのところ1,800mL除水時点での採血結果はシャント反対側末梢血にてHb9.7

g/dL，Ht30.8％であった．前回透析前はHb9.3g/dL，Ht29.8％であった．

5） レベル：3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年8月（水曜日）

8） 発生した時間：午後8時20分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：63歳 透析歴：6年3ヶ月 原疾患：その他（多発性嚢胞腎）

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：穿刺者（看護師）の反省：穿刺部位の位置関係から血管隆起部位での固定となってしまった．

このため穿刺針とテープが浮いた状態になった可能性が強い．そのためテープがゆるんで穿刺針

が抜けそうになったと思われる（図1参照）．

スキナテープを使用していたが他のテープの検討をしたい．

16） 教訓と再発防止対策：

a） スタッフ全員へ抜針事故を周知し，さらに穿刺部位の選択やテープ固定を厳重にする．

b） テープ固定法は現在①Ｖ字固定（α固定の変形）（図2参照），②Ω固定を実施している．

c） 患者教育→ 患者会の学習会（9月3日）を実施する．

内容は①座位時の注意，②テープの種類，③毎時間のシャント肢のチェックの意味．
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事例100

4） 事故内容：血液透析開始1時間30分を過ぎた頃，認知症患者様が動脈，静脈側穿刺針ともに自己抜針

して出血した．定時バイタルチェック最中であった臨床工学技士，看護師が透析監視装置警報に

てベッドへ行くと，患者様が静脈側穿刺針を持って「チョット」と呼びかけてきた．

静脈圧自動下限警報で透析ポンプは停止し，動脈側穿刺針も一緒に抜針していたため動脈側血液

透析回路内には空気が混入していた．

空気混入部位は回路内動脈側チャンバーの半分まであり，他に混入は無かった．警報ブザーを停

止し，動脈，静脈穿刺部位とにも止血操作実施し，同時に血液回路は体外循環施行しながら回路

内混入空気を動脈側チャンバーより抜きつつ生理食塩液を注入した．

シャント部止血完了後，動脈側，静脈側ともに再穿刺し透析を再開した．

出血量は推定約150mLであった．

経過観察を行い次回透析日に血算検査の指示があった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年9月（土曜日）

8） 発生した時間：午前11時16分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：女性 年齢：83歳 透析歴：2年8ヶ月 原疾患：慢性糸球体腎炎

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師，5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：7.その他 （経過観察中．次回透析日に血算の検査指示あり．Ht36％）

15） 原因：今回の認知症患者様は過去に3回自己抜針されていた．その都度カンファレンスを行い回路の

固定法やテープ固定，包帯固定などに注意を払い改善してきた．

さらに最終的に家族の同意を得て抑制して透析治療を行っている．

スタッフへ「いかなる時もしっかりと回路固定，抑制をする」事を徹底していた．

しかしスタッフ全員が全て同一の回路固定，抑制方法をしていなかった事が表面化し今回の自己

抜針事故に至ってしまった．

この患者様への固定法や抑制法はチャートに記載されていたが，それについて不慣れなスタッフ

は「知っていて気になっていたが実際に確認をしていなかった」とのことであった．この事が大

きな原因であったと考えられたが，なぜ施行しなかったのか？

その理由として「今日の患者様は穏やかだったので大丈夫だろう」という思い，および「少ない

スタッフで開始に入っている為次の透析に行かなきゃ」という思いがあったためとのことであっ

た．

16） 教訓と再発防止対策：自己抜針された患者様は認知症が有り痴呆が進んでいた状態のため，毎透析治

療時に家族から了解を得て抑制をして透析をしていた．

患者様は透析中，穏やかな時や体動の激しい時など様々で，常に監視の必要があった．このため

少ないスタッフで透析治療ができるように抑制してきた．
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しかし今回の事故は決められた回路固定や抑制方法に従わなかった事が大きな原因であった．

このため各スタッフに手技の徹底を目的として，チャートと透析カードに誰でも手技の確認がし

やすいよう固定抑制方法を明確に写真付きで提示し（下図参照），各スタッフに固定抑制方法の再

教育を行った．又，全スタッフにて固定抑制方法を定期的に議論する事とした．

認知症患者においては精神状態が穏やかなときでも抑制は確実にする事が患者様の安全に繋がる

という思いで治療を行う事にした．

事例101

4） 事故内容：インスリン使用中の糖尿病患者．多発性脳梗塞があり発語が不如意．C型慢性肝炎．平成

18年8月肝臓癌発症を指摘された．

今回，血液透析中，午前11時55分（透析開始約2時間10分後）に静脈圧下限警報ブザーが鳴っ

た．向かいの患者側にいた看護師が当該ベッドサイドへ行き患者シャント肢からの失血に気付い

た．シーツ，掛け布団，バスタオル，寝衣に血液が染みており，更に床にも血液が広がっていた．

直ちに主任他のスタッフ，医師を呼びシャント肢を確認，静脈穿刺針の抜針による失血を確認した．

患者は意識朦朧状態，血圧140/60，脈拍92/分，心拍119/分．

動脈側よりゆっくり返血，生理食塩液の補液を実施した（図1）．酸素吸入，心電図モニター装着

実施．

その後意識レベルやや改善，25％アルブミンR○投与後，救急車で総合病院へ搬送入院された．

推定失血量は約 1,100mLであった．患者の妻と娘へ経過を報告した．入院後，計 800mLの

MAP輸血を実施した．

5） レベル：3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年8月（水曜日）
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＜血液回路の固定方法＞

・回路は必ずループを作る

・上腕にA側V側の回路をあげ，再度ループを

作り前腕へ持っていき，トランスポア R○2イン

チで固定する．

・出血センサーを前腕の裏へテープで固定．

※ 回路の屈曲には注意する

・セット内の保護ガーゼにて覆う

・パジャマの裾を手首までさげ，その上より包帯

固定→ミトン→抑制帯の順番で保護

・テープはエバーセルテープR○使用

シャント肢の保護（赤色ミトン） 非シャント肢の保護（水色ミトン）
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8） 発生した時間：午前11時55分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：64歳 透析歴：0年4ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：2.入院

15） 原因：静脈シャント穿刺部位は左肘関節部であることを考慮し，クランプキャスR○（血管内留置針）

を使用していたが，針固定の為のテープが確実に実施されていなかったと推測された（図2）．ま

た患者は昼食摂取のために45度のギャッジアップをしており，血液回路に十分のゆとりがなく回

路，穿刺針が牽引されたと想定された．

推定失血量1,100mLおよび当時血流150mL/分であったことから，約8分間出血が続いた後，

静脈圧下限警報ブザーが鳴った．

透析開始後30分，1時間，2時間の観察で失血はなかった事が確認されていた．このためその直

後から警報が鳴らないまま失血が続いていたと考えられた．すなわち定時観察を行っていても，

その間隙の数分間の失血にて重大事故につながった．その際，警報ブザーは鳴らなかった．この

ため定時観察も大切であるが，回路の確実な固定がなにより大切と考えられた．
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図 1. ベッドや床への大量出血．抜針した静脈穿

刺部位を圧迫している．動脈側回路から補液を行

っている．

図 2. 青丸：静脈穿刺針が抜けた跡．ステプティバンドR○の

み残っていた．矢印：動脈穿刺針固定テープがステプティバ

ンドR○の上に貼られていた．

図 3. 固定テープの位置：ステプティバンドR○は固定テー

プの上から貼るべきである．



16） 教訓と再発防止対策：

a） テープ固定を確実に行う（図3）：①クランプキャスR○の場合はΩ固定，②翼付穿刺針の場合

翼部分をテープ固定する．

b） 回路に緩みを持たせる：手関節，肘関節の伸展により2cmの緩みが必要であるためそれ以

上のゆとりをもたせる．

以上のことをスタッフ全員で徹底し事故再発防止に取り組みます．

事例102

4） 事故内容：終了直前の透析中に患者がベッドより転落し，左眼瞼切傷，表皮剥離，右頬部打撲による

血腫を生じた．ベッド上へもどして安静臥床させ透析終了した．医師へ報告し切傷部を縫合する

こととなった．右頬部は冷やした．

5） レベル：3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年10月（水曜日）

8） 発生した時間：午前10時40分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：1.入院患者

11） 患者の性別：男性 年齢：81歳 透析歴：5年0ヶ月 原疾患：慢性糸球体腎炎

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：6.軽快

15） 原因：

a） 患者本人はなぜ転落したのかわからなかった．

b） 他のスタッフの業務を手伝いに看護師が受け持ちの場所から離れていたため．

c） さらにベッド柵を使用してなかったことにより起こった．

17） 教訓と再発防止対策：

a） 受け持ち患者の場所から離れる時は，別のスタッフに声をかけること．

b） 入院患者にはすべてベッド柵を使用し，予測不可能な行動をとりそうな患者にもベッド柵を

使用する．

事例127

4） 事故内容：他患者の介助中，アラームが鳴り振り返ると当該患者の血液回路が白く空になっているの

を発見した．当該患者のシャントテープが無くなり穿刺針1本のみ残っていた．血液ポンプを停

止し，抜針部分を手で圧迫した．注意してみると静脈側ハッピーキャスR○針の針先だけ皮下に残

っていた．動脈側穿刺針は患者の大腿部あたりにあった．返血しようとしたが静脈側穿刺針は抜

針に近い状態だったためそのまま抜針して止血した．血液回路エアーチャンバー内までエアーが

入っていた．再プライミングして透析再開した．その後，血圧140/―台と下がらず透析終了した．

静脈側穿刺針は残っていたため失血は少量（30～40mL程度）であった．1週間前Ht29％であ
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ったが，この失血事故の次の透析日Ht32.1％と低下していなかった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年1月（月曜日）

8） 発生した時間：午後0時45分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：77歳 透析歴：4年9ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフの職種：3.常勤看護師，6.非常勤臨床工学技士

14） 転帰：5.不変

15） 原因：最近の患者は特に落ち着きがなく，血液透析中，座位になることが多く，その都度「臥位にな

るように」と声をかけていた．認知症がだいぶ悪化してきており，患者は自分でテープをはずし

たことも覚えていなかった．

16） 教訓と再発防止対策：

1.ベッドの位置が手前だが少し見にくい場所であったため，今後看護師がすぐ見えるさらに手

前のベッドへ患者を移動した．

2.テープを剥がしにくいように長めにしっかり固定する．

3.点滴用生理食塩液の空ボトルでシャント肢を覆い，患者が自身で剥がすことができないよう

にした．

事例138

4） 事故内容：透析終了後，ゴミを回収していたら燃えないゴミを入れるゴミ箱に針が入っていた．各場

所に置いてあるゴミで沢山集まり重みで針がビニール袋から出ていて運んでいる途中，足に刺さ

った．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成18年4月（土曜日）

8） 発生した時間：午後2時30分

9） 発生時期：5.血液透析終了後（透析終了操作後ベッドから離れた以後）

10） 被った方：3.医療従事者などスタッフ

12） スタッフの性別：女性 年齢：51歳 透析関係の従事年数：4年1ヶ月

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：半年後にHCV抗体採血フォローとする．（当施設にはHBs抗原陽性患者はいないため）

15） 原因：ゴミの選別として青色袋へ燃えるゴミ，透明袋へ燃えないゴミ，黒色袋へ血液汚染物，針は針

箱へと分けていた．しかし今回スタッフが入れ間違いをした．

16） 教訓と再発防止対策：回収時の内筒針は，回収液のボトルに針を刺したままバケツに入れて集め，ひ
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とりのスタッフが分別をして捨てるようにする．

事例144

4） 事故内容：血液透析中，抗凝固剤ダルテパンの注射器接続部位にゆるみがあり，少しずつ血液の漏れ

が出現した．発見時，床の上に失血約130mL程あった．警報は鳴らなかった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年6月（水曜日）

8） 発生した時間：午前10時18分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：65歳 透析歴：9年8ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフの職種：3.常勤看護師，5.常勤臨床検査技師，7.その他（助手）

14） 転帰：5.不変

15） 原因：1.抗凝固剤の接続時に注意していたと思われるが接続が甘かったのか？

2.受け持ちや助手が点検した時にコンソールに沿って少量ずつ漏れていたため気が付かなか

ったのか？

16） 教訓と再発防止対策：注射器の接続を根元まで意識し接続し，その後目視や触って確認するよう意識

し徹底する．

事例145

4） 事故内容：透析開始時，穿刺介助担当としてコンソールを操作していた．血流確保不十分のため再穿

刺をした．このため一度接続した動脈側回路を外して回路内に残っていた血液を生理食塩液で洗

い流した．再穿刺が成功したので回路接続のため穿刺担当者に回路先端を渡す際，穿刺担当者の

手が回路に触れて，生理食塩液で薄くなった血液が穿刺介助担当の目に入った．穿刺介助を担当

していたためゴーグル等は装着していなかった．

5） レベル：2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要し

た）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年6月（木曜日）

8） 発生した時間：午前10時0分

9） 発生時期：2.血液透析開始時（穿刺等，透析開始操作実施時期）

10） 被った方：3.医療従事者などスタッフ

11） 患者の性別：男性 年齢：30歳 透析関係の従事年数：1年3ヶ月

13） 原因に関与したスタッフ職種：5.常勤臨床工学技士

14） 転帰：7.その他（採血フォローアップ）
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15） 原因：機械側を担当していたためゴーグル等の保護手段を怠った．

16） 教訓と再発防止対策：

1.患者にかかわる際はいかなる場合もゴーグル等を着用して眼を保護する．

2.流水下での眼球など血液付着部位洗浄の意味を理解する．

3.事故が起きた場合，至急作業を交代してもらい事故に対応する必要性を再認識してもらう．

事例146

4） 事故内容：人工血管が感染したため事例発生前日に人工血管抜去手術を受けた．手術翌日（事例発生

日），抗凝固剤ナオタミンR○で透析予定であった．しかし病棟からの申し送りが不十分であり，さ

らに病棟看護師へ「抗凝固剤の変更がないか」と確認したが「変更無し」との返事がありヘパリ

ンのまま血液透析を施行した．透析開始2時間20分経過時，他の件で電子カルテの指示を確認し

ていたところ抗凝固剤の間違いを発見した．本来はナオタミンR○で透析の指示であった．このた

め医師に報告して，ヘパリンカット，プロタミンブロック施行して透析終了した．当初3.5時間

透析の予定であったが血圧低下とダブルルーメンカテーテルの血流不良があり3時間で終了．創

部から上層までガーゼ汚染認めたが新たな出血はなかった．

5） レベル：1（実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年8月（火曜日）

8） 発生した時間：午後0時10分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：1.入院患者

11） 患者の性別：男性 年齢：74歳 透析歴：10年4ヶ月 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：

1.病棟看護師の指示ひろいミス

2.申し送りを病棟から受けても，さらに電子カルテで確認をすべきであった．

16） 教訓と再発防止対策：

1.申し送り時に電子カルテ指示を印刷して病棟看護師に持参してもらい申し送りしてもらう．

2.その用紙を用い他のスタッフと情報を共有化する．

事例147

4） 事故内容：18:00に血液透析開始．静脈側肘関節部5cm程下にハッピーキャスR○針にて穿刺した．開

始時α固定およびループ固定を施行した．

1時間目血圧チェック時，穿針部に問題なかった．

19:45（透析開始1時間45分後）に患者から失血ありと訴えあり．穿刺部をみると静脈側穿刺針

が自然抜針寸前であった．このため再挿入した．血圧ダウンなく151/78．気分不快なし失血量10
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mL程度であった．

透析中，体動が多い患者である．

5） レベル：1（実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年8月（火曜日）

8） 発生した時間：午後7時45分

9） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：66歳 透析歴：17年5ヶ月 原疾患：慢性糸球体腎炎

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：5.不変

15） 原因：体動の多い患者なので，体動により皮膚の伸展があり徐々に抜針傾向となったと推測された．

16） 教訓と再発防止対策：

1．機械チェック，血圧チェック時に穿針部確認を徹底する．

2.体動の多い患者は看護師メンバー全員で観察をしていく．

事例148

4） 事故内容：平成18年12月初旬定期肝機能酵素データは正常でした．

しかし平成19年1月初旬GOT593IU/L,GPT1151IU/Lと肝機能酵素悪化を認めました．

平成19年1月初旬HBs抗原（－），HCV抗体（－），IgM�HA抗体（±）．

2月総合病院へ約3週間入院．

退院後，3月下旬HCV抗体陽性化を認めました．

4月定量HCV PCハイレンジ4,200KIU/mL，HCV群別（セロタイプ）は判定不能．

4月HCVジェノタイプPCRにてⅣ型（セロタイプ2b）でした．

平成19年4月下旬，患者さんはインターフェロン治療の検討を含めてC型肝炎治療目的を主訴

として総合病院消化器内科へ受診されました．

平成19年5月消化器内科へ入院されインターフェロン（ペグインターフェロン�α�2aR○）90μg

皮下注投与1回受けました．

しかし白血球，血小板低値の合併が生じ，インターフェロン治療中断されました．

6月HCV�RNA（ハイレンジ法）陰性化．

8月ペグインターフェロン�α�2aR○ 90μgを2回投与実施．

その後も白血球，血小板低値改善を待ち9月にペグインターフェロン�α�2aR○ 90μgを1回投

与実施．

9月26日HCV�RNA定量0.50未満KIU/mL．

5） レベル：4（実害が生じ，その障害が長期にわたると推測される）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年1月（金曜日）データ異常にて発見．感染発生はそれ以前と考えられます．

8） 発生した時間：不詳
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9） 発生時期：6.不明

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：男性 年齢：64歳 透析歴：16年7カ月 原疾患：慢性糸球体腎炎

14） 転帰：2.入院（外来患者の場合）

15） 原因：院内感染か否かの原因は特定できませんでした．

16） 教訓と再発防止対策：

1．頻回に通過するドアはノブがないドアへ変更した．

2.透析終了後，コンソールを次亜塩素酸で清拭する．

3.採血ホルダーはC型，B型感染者は使い捨てとした．また非感染者は全員個人のホルダーを

用意し，毎回次亜塩素酸につけている．

4.C型，B型感染者の氏名を回診車の引き出しに入れておき，確認ができるようにした．看護師

同士の声かけでは患者に聞こえてしまうため．

5.駆血帯は感染者使用のものは色をかえて使用し，毎回次亜塩素酸にて清拭する．

事例149

4） 事故内容：午前9時30分，血液透析開始．

午前10時45分，バイタル安定．出血なし．

午前11時00分，昼食摂取のため座位となった．

午前11時25分，食事終了にてベッドギャッジダウンした．

午前11時45分，穿刺部確認．テープ剥がれなし．出血なし．

午後0時51分，ヘパリン中止のためのタイマーをかけた．この時，シャントは布団にかかってい

た．しかしこの時点で周辺に出血は認めなかった．

午後1時1分，透析開始し3時間31分過ぎ頃，患者より「足が冷たい」と申し出あり．

布団をめくると多量の出血あり．

直ちに血流ポンプを停止し他のスタッフに声をかけた．

シャント穿刺部に巻いていたタオルハンカチをとると静脈側クランプキャスR○針の先端がたくさ

ん見えていて滅菌テープははがれていた．

この静脈針が抜けていると思い，返血しようとガーゼなどをはがしたら0.5mm程針先がまだ皮

下に入っていた．そしてその周囲から出血していた．

（編者注：ここの点が重要．針先が皮下に残っていたため静脈圧低下が中途半端に留まったため静

脈圧下限警報が鳴らない状況であった．実際この事例ではアラームは鳴らなかった）

直ぐに静脈側を止血し，動脈側回路より返血した．

生理食塩液点滴静注投与，酸素投与，25％アルブミンR○投与（保険請求せず）を実施した．

意識レベル清明．血圧低下はみられなかった．しかし顔色不良．

出血量700～800mL．

救急車にて総合病院へ搬送された．

後からかけつけた患者の妻と娘へ上記事情を説明した．

経過，患者の病状に急変はみられていないこと，念のため入院したこと，事故であったこと，二
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度とこのような事態にならないよう注意する，などを伝えて了解をいただいた．

5） レベル：3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った，あるいは入院の必要が生じた，または入院

期間の延長を要した）

7） 2名以上の集団発生事故：いいえ

8） 発生日時：平成19年9月（土曜日）

9） 発生した時間：午後1時1分

10） 発生時期：3.血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

11） 被った方：2.外来患者

12） 患者の性別：男性 年齢：65歳 透析歴：1年5ヶ月 原疾患：腎硬化症疑い

13） 原因に関与したスタッフ職種：3.常勤看護師

14） 転帰：2.入院

15） 原因：患者が座位になり食事摂取後に発生した．

座位になった時に回路の重さがかかったことと，穿刺部が肘関節付近であったため，前腕の屈曲

により静脈側の圧力が増加したためと考えられた．

穿刺部固定のテープは12mm巾のものであった．また回路にゆとりがなかった事も原因と思わ

れた．

16） 教訓と再発防止対策：

1.テープ固定の見直し．穿刺部のテープは幅広テープとする．

2.回路のゆとりの確認．透析中に座位になる患者では回路に十分ゆとりをもつ．

3.シャント肢側は布団より出して異常時に早期発見できるように徹底する．

事例150

4） 事故内容：症例は62歳女性．糖尿病性腎症のため昨年2006年3月21日に血液透析へ導入された．

当研究会の事例報告では個人および施設が特定されるのを避けるため，日付は原則として月まで

の記載としているが，本事例では日にち単位で経過が記載されているため，日にちまで記載した．

（1） HCV新規感染例の臨床経過その1（図1）

2007年3月21日の定期検査でAST（GOT）44，ALT（GPT）56と異常値を認めた。

これを受けて測定したHCV抗原（コア蛋白）が陽性であったため急性C型肝炎と診断した．

保存血清からは3月7日の血清でHCV�RNA陽転が認められた．

4月11日本人および家族へ説明．

4月12日保健所へ届出．

通常のHCV抗体はALT上昇が改善した後に陽転した．

HCV塩基配列分析を実施した結果（図2），感染源が同定されたが同時に院内感染が強く示

唆された．

本研究会報告の現在はALTが40以上になることもなく自覚症状もない状況である．

（2） HCV新規感染例の臨床経過その2（図1）

ALT（GPT）が平成19年3月21日の時点で56IU/Lへ上昇した時点でまず最初の異常が

注目された．直後の4月4日HCV抗体は陰性でしたが同時に測定したHCV抗原（コア蛋
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白）は陽性を示し，この時点で急性C型肝炎と診断した．振り返って保存血清を調査した

ところ03月07日の血清でHCV�RNA陽転が認められた．

1.ALT（GPT）が軽度上昇した時点で感染の鑑別を疑われたこと，

2.HCV抗体と同時にHCV抗原（コア蛋白）を測定されたこと．これはHCV抗体陽性とな

る時期が後にずれるため，現在の初期感染を判断するため同時にHCV抗原（コア蛋白）を

測定されたこと，

3.HCV抗原を測定するため初回は安価なHCV抗原（コア蛋白）を測定されたこと，

4.そしてなによりも独特で特徴ある点は患者さんの検体を時系列で保存されていたことであ

った．これによりいつの時点でウイルスに感染したかをレトロスペクティブにほぼ正確にそ

の時期を特定することが可能となった．

その後，ALT（GPT）は500台まで一過性に上昇してから現在値は改善した．

抗HCV抗体価は5月頃よりゆっくり上昇してその後高値が続いている．

5） レベル：3（実害を生じ検査が必要であった）

6） 2名以上の集団発生事故：いいえ

7） 発生日時：平成19年3月（月曜日）

8） 発生した時間：不明

9） 発生時期：透析に関連・詳細は不明

10） 被った方：2.外来患者

11） 患者の性別：女性 年齢：62歳 透析歴：1年間 原疾患：糖尿病性腎症

13） 原因に関与したスタッフ職種：不明

14） 転帰：Ｃ型慢性肝炎へ移行

15） 原因：HCV感染を起こす機会の可能性があったエピソード

（1） ベッド固定していたため通常はＡさん（HCV新規感染者）が透析を開始（終了）した後で

（直後とは限らない），Bさん（感染源患者）の透析が始まる（終わる）ため，透析開始・終

了時にスタッフを介して感染する可能性はない．

（2） 2005年11月から2006年2月の4ヶ月間に，次の2回のエピソードで感染を起こす機会が

あったかもしれない．

①1月26日：Bさんが低血糖症状を呈したため，臨時に血糖検査を実施した後で，同一スタ

ッフがＡさんの血糖検査（採血）を実施．

②2月4日：Ｂさんが都合で早く受診したため，Ｂさん→Ａさんの順番で，同一スタッフが透

析を開始した．

ただし，現場の看護師はそれらの可能性を否定している．

16） 教訓と再発防止対策：

（1） 図3の中央にある共通の廃棄物処理場所から，HCVキャリア専用の廃棄物処理場所Ａ1ベ

ッド前の手洗い付近へ移動

（2） 簡易血糖検査処理もHCVキャリア廃棄物処理場所へ移動

その他，従前よりの，透析室内ウィルス性肝炎院内感染対策（まとめ）を以下に示す．

1.ウィルス肝炎感染の診断はALTの推移から（はじめて20以上になったら疑う）
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2.早期の診断とHCV抗原検査の有用性

3.塩基配列検索による感染源の同定と院内感染が確定

4.本人及び家族への説明

5.保健所への届出

6.感染経路の推測（簡易血糖検査などの採血時？）

7.予防のための措置

・開始終了時は，1人ずつ手洗いと手袋交換を行う

・HCVキャリアのベッド固定

・HCVキャリアに固定した感染性廃棄物処理（場所と方法）
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事故防止に関する研究
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A.背景と研究目的

平成12年の1年間に発生した血液透析に関連す

る事故を全国調査した研究では，年間21,457件の

事故（100万透析当たり1,760回）が発生し，5名

の死亡が疑われ，100万透析当たり31件の重篤な

事故（死亡につながる，入院，あるいは入院期間の

延長を要する，2名以上の患者に同時発症する事故）

が発生したことが報告された1）．本研究結果から

「透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュ

アル」2）が策定され，我が国の透析医療の安全性向

上をめざした恒常的取り組みが開始された．その後

平成14年に実施した「重篤な透析医療事故の実態」
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平成17�19年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）

総合研究報告書

「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」

主任研究者 山� 親雄 社団法人日本透析医会 会長

分担研究者 秋澤 忠男 昭和大学附属病院 腎臓内科教授

大平 整爾 札幌北クリニック 院長

鈴木 正司 信楽園病院 院長

研究協力者 篠田 俊雄 社会保険中央総合病院 腎臓内科部長

栗原 怜 さいたまつきの森クリニック 院長

川崎 忠行 社団法人日本臨床工学技士会 会長

江村 宗郎 東�クリニック病院 臨床工学部

鶴田 良成 明陽クリニック 院長

渡邊 有三 春日井市民病院 副院長

水附 裕子 日本腎不全看護学会 理事長

内野 順司 みはま病院 ＭＥ部

中村 寛 相模台病院 透析センター

那須野修一 横浜労災病院 臨床工学部

堀内 勝弘 明陽クリニック 臨床工学技士

森上 辰哉 元町ＨＤクリニック 臨床工学部

水附 裕子 日本腎不全看護学会 理事長研究要旨 おおよそ200mL/分の血流量で体外循環を繰り返す透析治療では，抜針や，回路のはずれ

により，短時間に大量の出血を生じ，生命を脅かすという重篤な事故の発生頻度は決して少なくない．

実際，今回の調査でも，報告された抜針事故事例は，過去 1年間に限ってみても 130（67.4％）の施設

で計460件，1施設あたりなんと3.5件/年に達している．

そこで，厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）「透析施設におけるブ

ラッドアクセス関連事故防止に関する研究」では，バスキュラーアクセス関連事故（特に抜針事故）

に焦点を合わせた研究を3年間にわたり実施した．

なお，タイトルにあるブラッドアクセスという用語は，最近ではバスキュラーアクセスと呼ばれる

ようになっており，当報告書でもタイトル以外は，これを用いることにした．



と「透析医療事故の定義と報告制度」に関する全国

調査では，先のマニュアルの存在は広く認識されて

いるにもかかわらず，重篤な医療事故は100万透析

当たり40.4件と減少せず，死亡事故も透析との因

果関係が明らかでないものを含めて18件を数え，

最も多い事故は抜針，穿刺針と回路との離断，カテ

ーテル挿入関連などバスキュラーアクセスに関係す

るものであった3,4）．そこで平成15年度は平成15

年1年間に発生したバスキュラーアクセスに関連す

る透析医療事故と，各施設におけるバスキュラーア

クセス関連事故防止への対策を集計した．その結果

バスキュラーアクセス関連透析医療事故は1年間に

493件（100万透析当たり34.3回）みられ，5名の

死亡との関連が疑われたこと，事故の内訳は抜針事

故が最多で，そのうち自己抜針が過半を占めたこと，

事故頻度は大規模施設，年間透析回数の多い施設で

少なく，小規模施設で事故頻度が高いのみならずマ

ニュアルの順守状況・医療安全体制の整備に遅れが

みられること，などが明らかにされた5）．

これらの研究経過から，透析医療に関連する重篤
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報告制度･研修体制

院内体制確立
施設基準提示
透析看護度調査票
職員配置調査

別の研究成果

10の秘訣
今年度の研究

事故事例集の発行
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な事故の原因はバスキュラーアクセスに関係するこ

とが明らかにされたことから，以後3年間にわたり，

バスキュラーアクセス関連の事故に焦点を絞り，そ

の発生状況と事故対策を調査・研究した．

ちなみに，本研究の目標がバスキュラーアクセス

事故（抜針事故）防止であることは当然ながら，本

研究の最終目標は，図1および表1に示したように，

抜針事故防止対策を追求する中で，患者と職員およ

び施設にとって最も重要な問題は安全の保障であり，

このために患者を含めた職員のすべてが，安全を最

終目標とした文化の確立を図ることにあると考えて

いる．

B．研究方法

I．過去の研究

1．初年度

以下の研究は，日本透析医会施設会員1,051施設

に対してのアンケート調査で，回答数は453施設

（43.1％）であった．

1） バスキュラーアクセス関連事故の実態調査

① 抜針事故：平成 17年 1月 1日～12月 31

日までの1年間に発生したレベル3以上の抜

針事故について，有無と種別，事故レベル，

転帰，推察される原因を全例調査した．また

施設で実施している血液透析用穿刺針（カニ

ューラまたはAVFニードルなど）の抜針事

故防止策について，とくに認知症あるいは意

識障害（不穏）のある患者で，自己抜去ある

いは牽引抜去の恐れがある場合の対策を重点

的に調査した．

② 穿刺針と血液回路の離断事故・透析用バス

キュラーアクセスカテーテル事故の調査．

2）事故防止のための患者の協力についての実態

調査

医療事故を防止するうえで患者の協力が重要な意

義を持つ．そこで透析医療事故，とくに抜針事故防

止について患者に協力を求めている内容，さらに認

知症患者について得られる協力や対策について別途

調査を行った．

2．2年度

1） 抜針事故の実態調査

2） 抜針事故防止のための工夫の収集

3） 抜針事故の実験的検証

4） 限られた地域における医療事故・医療ミスの

実態把握と改善への取り組み

上記の研究のうち，研究1）は，日本臨床工学技

士会から推薦された238の会員施設に対し，アンケ

ートを用いた実態調査である．アンケート用紙はe-

mailで送付し，回答を得た．調査内容は，大きく

分けて（1）各施設の背景，（2）各施設が使用して

いる穿刺針の種類と規格，（3）穿刺針の留置状態と

固定方法，（4）固定用テープの種類と規格，（5）過

去1年間および過去2～5年間の抜針事故の件数と

その詳細などであった．

研究2）では，上記アンケートとあわせて，抜針

事故に対する対処法および工夫（デジタル写真で撮

影）などをe-mailで送っていただき，分類，分析

した．

研究3）は，シャントとして用いられる人工血管

を寒天中へ固定し，金属針を用いて穿刺し（テープ

で固定せず），血液の代わりに透析液を，人工血管

を通してポンプで流した．人工血管内流量は1,200

mL/分とし，人工血管下流側に設置したクレンメ

を用いて内圧を上昇させ，抜針と出血について観察

した．

研究4）は，愛知県透析医会会員で，各施設の治

験・研究委員会あるいは倫理委員会など，関連委員

会の了解が得られたか，または施設長の了解が得られ

た施設から，任意に事故情報を提供してもらい，公開

して討論するという方法で，事故防止対策を試みた．

最も重要な点は，個人及び施設情報が完全に保護

された状況であることと，公開等についても，施設

の了解を得ることにある．また，収集された事故は，

施設の考えで，表2のごとき分類が行われた．また

収集された事例は参加した施設へ文書で報告すると

ともに，その一部を愛知県透析医会が共催する「愛

知県透析セーフティマネージメント研究会」で発表

した．
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II．本年度（最終年度）の研究

本年度は，3年間のまとめとして，2年度までに

得られた研究成果をもとに，以下の2つの研究を実

施し，その成果を全国の透析施設に配布した．

1） バスキュラーアクセス事故防止のためのポス

ターおよび解説書の作成と配布．

① 抜針事故防止のための秘訣とも言うべき標

語・十か条の選定．

② この十か条について，小冊子を作成する．

③ 抜針事故防止のイメージ及び標語をポスタ

ーにする．

④ これらを班研究の成果としてすべての透析

医療機関に配布する．

2） 事故事例集の発行と配布．

日本透析医会愛知県支部が主催するセーフティマ

ネージメント研究を支援し，収集された事故事例を

事例集として作成し，これを全国の施設に配布する．

C．研究結果

＜初年度研究＞

1．バスキュラーアクセス関連事故実態調査（ア

ンケート）

日本透析医会施設会員1,051施設にアンケートを

配布し，453施設より回答を得た（回収率43.1％）．

結果を以下に示す6）．

1） 回答施設の背景

① 医療法人が63％を占め，次いで個人（12

％），社団法人（6％）などであった．

② 病院が52％を占め，総合病院以外の病院

（25％），総合病院（14％），大学病院など

（13％）と分布した．48％を占めた診療所の

うち，有床診療所は23％，無床診療所は25

％であった．

③ 施設当たりの透析ベッド数は 21�30ベッ

ドが最も多く（22％），11�20ベッド（20％），

51ベッド以上（19％），31�40ベッド（16％），

41�50ベッド（14％）であった．

④ 施設当たりの透析患者数は 101�200名

（32％），51�100名（31％），11�50名（25％）

の順で，201名以上が8％に，1�10名が3％

に認められた．

⑤ 常勤医師数は42％の施設で1名であった．

施設あたりの平均常勤医数は全体で2.6人，

大学病院4.7人，その他総合病院3.1人，総

合病院以外の病院3.3人に比し，有床診療所

で1.6人，無床診療所では1.5人と少数であ

った．常勤医の他に70％の施設に非常勤医

が勤務しており，2�3名の非常勤医を擁する

施設が25％と最多であった．

⑥ 常勤看護師数は施設平均12.7名で，患者

数，透析ベッド数，年間延べ透析回数に比例

していた．うち看護師の透析経験が平均10

年以上となる施設は19％で，経験の平均が

1年未満の施設も3施設（1％）存在した．

⑦ 常勤臨床工学技士数の平均は4.1名であっ

たが，9％の施設で臨床工学技士が不在であ

った．透析技術認定士は平均1.8名が雇用さ

れていたが，不在の施設も36％ 存在した．

⑧ 施設あたりの年間延べ透析回数の平均値は

14,917回であった． 内訳は 2,000回未満

（15.7％）と20,000回以上（23％）が多く，

全体の46％が10,000回未満であった．透析

ベッド数ごとに年間透析回数，医師，看護師，

臨床工学技士あたりの透析回数をみると，と

もに透析ベッド数の増加に伴い，上昇する傾

向がみられた．

⑨ 事故対策についての院内組織では，事故対

策委員会は88％，感染対策委員会は90％に

設置され，施設独自の透析操作マニュアル，

事故対策マニュアル，感染対策マニュアルは

各々93，87，93％の施設で完備されていた．

事故報告制度についても96％の施設が有り

と回答した．

⑩ 穿刺・返血時の皮膚消毒にディスポーザブ

ル製品を使用している施設が65％，施設特

注の血液回路を使用している施設が88％ に

みられた．感染症患者用の隔離透析ベッドは
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54％ の施設（病院62％，診療所44％）に設

置されていた．

2）「透析医療事故防止のための標準的透析操作

マニュアル」の浸透度と認知度

上記マニュアルの存在については99％の施設が

知っていると回答した．同マニュアルに目を通した

施設も98％に達し，96％の施設がこのマニュアル

が実際の透析業務に役立ったと回答した．本マニュ

アルの浸透度，認知度，有用度とも年々向上し，広

く利用されている実態が示された．

マニュアルで規定された重要な項目のうち，まず

返血方法については，マニュアル公表前は25％の

施設で空気返血（エア返し）が行われていたが，公

表後は6％に激減した．しかし現在もエア＋生理食

塩液をふくめエアを用いた返血をするという施設が

21％ を占めている．これは有床診療所で高値

（27％）であった．生理食塩液のみを用いた返血を

行っている施設は，マニュアル公表前の46％から

公表後は79％へと増加し，エア返血が禁止と98％

の施設で認識されるようになった．しかしそれで

もエア返血は依然残存しており，いわば確信犯とも

いえるこれらの施設に対するエア返血禁止の徹底が

必要と考えられる．

3） バスキュラーアクセス関連事故の実態調査

① 穿刺針による抜針事故の有無と種別，事故

レベル，推察される原因について

事故の影響度分類レベル3以上（何らかの治療を

要した事故）の抜針事故は 395施設から 245件

（100万透析あたり41.5件）の報告があった．

抜針事故の原因は特定しにくいが，自己抜去（シ

ャントと反対の手により能動的に抜去した場合），

牽引抜去（シャント肢の異常な動きによって，回路

が牽引されて受動的に抜けた場合），自然抜去（シ

ャント肢のごくわずかな動きによって，回路が牽引

されて受動的に抜けた場合）に分類した．その結果，

原因の記載があった 241件中自己抜去が 126件

（52.3％）と過半数を占め，牽引抜去36件（14.9％）

を含めると，3分の2が認知症や不穏が関係する可

能性が高い事故であった．

使用穿刺針別の抜針事故の割合では，回答のあっ

た237件中189件（79.7％）がサーフロー型の穿刺

針であり，AVFニードルの39件（18.5％）にくら

べ多い傾向を認めた．サーフロー針とAVFニード

ルの全使用数が不明のため，針の種類と事故頻度の

検討はできない．

抜針事故の影響度を事故レベルでみると，回答の

あった176件中，レベル3（事故のため検査や治療

を要する，あるいは入院の必要が生じた，または入

院期間の延長を要した）の事故が163件（92.6％）

とほとんどを占めたが，レベル4（実害が生じ，そ

の障害が長期にわたると推測される）の事故も12

件（6.8％），レベル5（死亡に至った）の事故も1

件（0.6％）報告された．ちなみに，事故レベルの

目安を表2に示した．

事故原因の分析では，回答307件中，固定不備が

101件（32.9％），意識障害による体動が9件（2.9

％），意識障害による抜針が17件（5.5％），認知症

による体動が41件（13.4％），認知症による抜針が
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表2 事故レベルの定義

医療事故・医療ミスのレベルを下記6段階で定義した．

レベル0 実施されなかったが，仮に実施されていたら何らかの実害が予想される．

レベル1 実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察も不要．

レベル2 実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らかの検査を要した．

レベル3
実害が生じ，そのため検査や治療を行った，あるいは入院の必要が生じた，または入院期間

の延長を要した．

レベル4 実害が生じ，その障害が長期にわたると推測される．

レベル5 死亡に至った．



76件（24.8％），監視不備が35件（11.4％），その

他 28件（9.1％）に分布した．認知症による事故

（計38.1％）と意識障害による事故（計8.5％）を

合わせると143件（46.6％）と事故の約半数となる．

これらの事故は対処が困難なものの，予測は容易な

事故であるため，監視の強化などの対策を一層強化

する必要がある．一方，固定の不備や監視の不備も

合わせて136件（44.3％）と半数近くに及ぶ．これ

らは日常業務の慎重な遂行により削減可能と思われ，

業務体制の改善が望まれる．

② 透析用カテーテルの事故について

透析用バスキュラーアクセスカテーテルの事故は

計46件（100万透析あたり7.8件，1件は詳細な記

載がないため除外）報告され，動脈損傷が9件（20

％），抜去事故が 27件（60％），その他が 9件

（20％）であった．動脈損傷は有床診療所および無

床診療所でもそれぞれ2件，1件みられたものの，

病院で多い（6件）傾向がうかがわれた．抜去事故

はカテーテル留置が長期となる病院のみで計26件

みられた．障害が長期化したレベル4の事故が1件

で，残りはレベル3であった．事故への対処では，

外来処置のみが15件（38.5％），外来処置と輸血が

3件（7.7％），入院処置21件（53.8％）であった．

カテーテル事故の原因分析では（複数回答あり，計

58回答），技術未熟10件（7.2％），固定不備6件

（10.3％），意識障害による体動4件（6.9％），日常

的体動2件（3.4％），認知症による体動21件（36.2

％），監視不備13件（22.4％）であり，ここでも認

知症が1/3以上に関与していた．

4） 抜針事故防止策

① 認知症患者や意識障害のある患者

抜針事故に対する対策では，大半の施設で事故発

生前から何らかの対策を行っておりその内訳は回答

した390施設中，（1）穿刺針，血液回路固定後，シ

ャント肢をカバーする195施設，（2）穿刺針，血液

回路固定後，シャント肢をリヒカで覆う106施設，

（3）シャント肢を抑制する169施設，（4）シャント

肢の反対側の手を抑制する98施設，（5）シャント

肢の反対側の手をミトンで覆う100施設，（6）上半

身を抑制する29施設，（7）シャント肢の下に漏血

センサーを置く6施設，（8）看護師，臨床工学技士

による監視を強化する267施設，（9）治療中，家人

に付き添っていただく103施設，などであった．複

数回答のため，1施設で複数の対策を行っていたこ

とが分かる．事故前多くの対策を講じていたため，

事故後に新たに行った対策は比較的限られると考え

られる結果であった．

監視の強化については回答276施設中，治療中常

に監視する施設が32施設（11.6％），5分以内毎の

観察が8施設（2.9％）と少数であったが，10分，

15分，20分，30分以内毎の観察を合わせると153

施設（55.4％）と約半数となった．これらの数値に

は施設形態や透析ベッド数，患者数などによる大き

な差異を認めなかった．たとえ抜針のリスクがある

と思われる患者であっても，頻回の観察は実現困難

な現状を反映する結果と思われる．一方，常時ある

いは5分以内毎の観察が可能な施設が増加すれば，

抜針事故は減少する可能性がある．

② 抜針事故防止のための穿刺針や血液回路の

固定法の工夫

抜針事故防止のため，穿刺針や血液回路の固定法

の工夫が多くの施設で行われていた．その内訳は回

答239施設中，（1）粘着力の強いテープを使用165

施設，（2）固定テープの枚数を増やす252施設，

（3）回路に牽引された場合の余裕を持たせる216施

設，（4）血液回路の固定にテープ以外のものを用い

る94施設，（5）その他60施設であった．動脈側の

固定テープ枚数は回答239施設中，3枚が最も多い

80施設（33.5％）で，4枚 64施設（26.8％），5枚

38施設（15.9％），2枚 30施設（12.6％）がこれに

次ぎ，最多の8枚が2施設（0.8％）であった．静

脈側も同様に 3枚が 80施設（33.5％），4枚が 66

施設（27.6％），5枚が39施設（16.3％），2枚が28

施設（11.7％），8枚が2施設（0.8％）であった．

2．事故防止のための患者の協力についての実態

調査

1）「透析医療では事故やミスが起こりえる」こ
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とを患者に「常に話している」が66/452施設

（14.6％），「時々話す」が 267施設（59.1％）

であった．

2）「透析事故，特に抜針事故は患者の協力で防

げると思うか」の質問に，「ほぼ防げる」とし

た施設が99/452施設（21.9％），「ある程度防

げる」が311施設（68.8％）であった．

3）「事故あるいはミス発生の防止対策として患

者への積極的な協力を求めていますか」の質問

では，「積極的に求めている」が104/452施設

（23.0％），「ある程度求めている」が305施設

（67.5％）であった．

4）「患者に求めている事故防止対策」の質問で

は，あらかじめ設定した11項目から複数選択

可として回答を求めた．総計2,163件の回答が

得られ，最も多かったのが「透析終了抜針後の

止血」で 348/2,163件（16.1％），次いで「体

重測定」が313件（14.5％），「透析中の抜針防

止」が303件（14.0％），以下「透析後の転倒

防止」が236件（10.9％），「透析中の血圧低下

防止」が235件（10.9％），「ベッドからの転落

防止」が212件（9.8％），「透析中の出血・失

血防止」が164件（7.6％），「除水量計算ミス

防止」が146件（6.7％），その他の順であった．

透析中の抜針事故のみならず透析終了後の止血

操作においても出血防止対策が必要であると認

識している実態が明らかとなった．この傾向は

施設形態別，透析ベッド数別，患者数別でみて

も大きな違いが見られなかった．

5）「・認知症患者・において事故あるいは事故に

つながる可能性のある事例を経験することがあ

るか」の質問では，「しばしば経験する」が

57/441施設（12.9％），「時々経験する」が280

施設（63.5％），「ほとんど経験しない」が 76

施設（17.2％），「全く経験しない」が28施設

（6.3％）であった．

「認知症患者による事故あるいは事故につな

がる可能性のあった事例の経験」については，

あらかじめ設定した8項目から複数選択可とし

て調査した．合計1,122件の回答が得られ，そ

の結果最も多かったのが 「自己抜針」 の

264/1,122件（23.5％）であった．次いで止血

処置後の再出血で168件（15％），透析直後の

転倒が 165件（14.7％），自然抜針が 159件

（14.2％），ベッドからの転落が133件（11.9％），

誤飲・誤嚥が103件（9.2％），透析監視装置な

ど機器への干渉が77件（6.9％），回路の離断

30件（2.7％），その他 23件（2％）の順であ

った．大出血事故に結びつく恐れのある自己抜

針，止血処置後の出血，自然抜針，回路離断の

4項目の総計は621件（55.4％）にのぼり，出

血事故は認知症患者において重要な事故対策課

題であることが再認識された．

6）「認知症患者の事故防止対策として行なって

いる方法」についての質問では，あらかじめ設

定した5項目について複数選択可として回答を

求めた．計1,300件の回答が得られ，そのうち

最も多かったのが「スタッフによる監視の強化」

で 405/1,300件（31.2％），次いで「穿刺針お

よび回路固定法の工夫」が383件（29.5％），

「ベッドや柵への抑制帯固定」が261件（20.1

％），「家族あるいは介護者の付き添い」が178

件（13.7％），「透析時間や回数を減らす」が51

件（3.9％），その他22件（1.7％）であった．

この傾向は施設形態別，透析ベッド数別に見て

も大きな差を認めなかった．その他として記載

されたものは「穿刺部をカバーで保護」，「余裕

のある午後帯での透析」，「観察しやすいベッド

配置」，「向精神薬の使用」「シャント対側手へ

のミトン手袋着用」などであった．

7）「進行した認知症患者の事故防止対策として

ベッドや柵に抑制固定を行なうか」に関する質

問では，「事故防止のためには止むを得ない」

と回答した施設が165/565施設（29.2％），「家

族の同意・理解が得られれば行なう」が219施

設（38.8％），「シャント肢のみの固定は行なう」

が100施設（17.7％），「抑制は行なっていない」

が63施設（11.2％），「人道上，絶対に行なっ
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てはならない」が 4施設（0.7％），その他が

141施設（2.5％）であった．「事故防止のため

に止むを得ない」と「家族の同意・理解が得ら

れれば行なう」を合せると56.5％ にのぼり，

・認知症患者の事故防止対策としてのベッドや

柵への抑制・は必要であると考えている施設が

半数以上となった．

8）その他の意見として「認知症の程度による透

析導入あるいは継続の基準をつくるべき」「認

知症患者の透析基準を国や学会が作成すべき」

「抑制帯を使用しても必要量の透析は行なうべ

き」「抑制帯での固定は興奮状態を引き起こし

危険」「紹介元が透析の危険性についての十分

な説明を行なっておくべき」などの意見があっ

た．

＜2年度研究＞

1．抜針事故の実態調査

研究1で得られた結果のうち，主たるものを以下

にのべる7,8）．

1） 抜針事故の有無と件数を表 3に示した．1年

以内の抜針では 130/193施設（67.4％）で計

460件発生しており，その内訳では自己抜針が

192件 （41.7％）， 自己抜針以外が 268件

（58.3％）であった．1年以内の自然抜針に付

き，動脈（Ａ）側，静脈（Ｖ）側のどちらで発

生したかを調査したが，従来V側の抜針事故

が多いと認識していたが，A82件，V93件と

大きな差はなかった．

2） 過去1年間に発生した抜針460件のうち，抜

針発生時状況の記載があった249件について，

状況コメントを大項目と小項目に，主原因を患

者側とスタッフ側に分類し集計した（表 4）．

自己抜針では39/89件（43.8％）が認知症患者

であった．また患者の体動やシャント周辺の皮

膚�痒に対し引っかくことが原因となっている

例，返血時や体の位置修正時にスタッフが誤っ

て抜針してしまった例も認められた．

3） 各施設における抜針防止対策の工夫について，

テープ関連，固定法関連等に分類し表5に示し

た．計228件が寄せられ，その内訳では回路の

固定方法に関するものが76件（33.3％）と最

も多く，次いで穿刺針と回路の固定に用いるテ

ープのサイズ，枚数，貼付方法の工夫などが

51件（22.4％）などであった．その他，シャ

ント肢をペットボトルや包帯などで防護するな

どが35件（15.4％），シャント肢のシーネなど

での固定法に関するものが29件（12.7％），チ

ェック機能の強化が16件（7％）などであった．

4） 抜針例のあった施設を対象に「抜針が発生す

る最大の理由は何と考えるか」との質問では，

回答をスタッフ側と患者側の要因に分けて集計

した．78/118施設（66.1％）がスタッフ側に，

40施設（33.9％）が患者側にあると回答した．

スタッフ側の要因では「固定不足」が 37/78

施設（47.4％），「観察不足」が 20施設（25.6

％）であった．

また，抜針例のなかった施設を対象に「抜針

が発生しない理由は何か」との質問では「固定

法の工夫と実施」が24/53施設（45.3％），「監

視の強化」が12施設（22.6％）と両者で67.9

％を占めた．

5） 抜針発生症例における使用穿刺針の種類につ

いての調査結果を表6に示した．
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表3 抜針の有無と施設数

期間 抜針の有無 施 設 数

1年以内

抜針のあった施設 130（67.4％）

内訳

自己抜針 42（21.8％）

自己抜針以外 42（21.8％）

両方の抜針 46（23.8％）

抜針なし 63（32.6％）

過去 2～5
年間

抜針のあった施設 158（81.9％）

内訳

自己抜針 42（21.8％）

自己抜針以外 34（17.6％）

両方の抜針 72（37.3％）

不明 10（5.2％）

抜針なし 35（18.1％）



自己抜針，自己抜針以外の抜針，両方の抜針

ともに，プラスチック針でクランプ付きストレ

ート針（側孔付き）が全体の32.1％を占めた．

次いでプラスチック針でクランプ付きテーパー

針（側孔あり）が15.9％であり，使用頻度に

一致する結果と思われる．一方AVF針では使

用頻度（全体の 17.8％）に比し抜針の発生頻

度（全体の3.3％）が低い傾向が見られた8）．

6） 穿刺針・回路固定用テープについて

抜針発生時に使用されていたテープの種類を

表7に示した．プラスチックおよび不織布での

発生件数が多かったが，両者の使用頻度が圧倒
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表4 過去１年間の抜針時の状況

主原因 大項目 小項目 回数 小計 計

患者側

自己抜針

認知症

不穏

意識もうろう

せん妄状態

知的障害

昏睡

その他

39

11

6

3

2

1

27

89

172
体動

起き上がり

回路引っ掛け

激しい体動

入眠中

腕の伸展

体位交換時

食事中

ベッドから転落

肩・腕の痛み

意識もうろう

せん妄状態

その他

10

8

5

4

4

4

2

2

2

1

1

12

55

�痒

穿刺部テープはがし

穿刺部付近をかきむしる

薬剤塗布

体動

その他

9

4

3

1

1

18

発汗によるテープ固着不良 8

自分で針位置調整 2

スタッフ側

テープ固定不良

固定不足

関節をはさんで固定

布団に固着

12

7

1

20

52
テープを剥す時

返血時

針位置修正時

透析中の再固定時

10

7

1

18

穿刺針の留置が浅かった 8

操作ミス 3

回路引っ掛け 3

不 明 25

合 計 249



的に多いことを考慮すると，テープの種類の違

いによる抜針発生頻度の違いはないと考えられ

る．

2．抜針事故防止のための工夫の収集

各施設での抜針事故防止に関する工夫については，

デジタルカメラで撮影し，コメントをつけて

e-mailで送っていただく方法で集計した．その結

果，調査を依頼した238施設のうちの194施設（1

施設は写真のみの回答）から回答が得られ，回収率

は81.5％であった．また，194施設から送付され

た画像は総計431枚にのぼり，内訳は各施設の通常

透析における針および回路の固定に関する画像294

枚，自己抜針の防止対策画像が132枚などであった．

ちなみに，収集された画像には，初年度研究および

2年度研究に際して収集された抜針事故予防対策の

ほとんどが網羅されていた．しかし抜針事故防止策

として提示するには分類が不十分であり，今回の総

括報告では個々の工夫に関する画像は割愛する．
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表5 抜針防止の工夫

工夫内容

施 設

抜針なし 自己抜針 自己抜針
以外

両方の
抜針 全 体

穿刺針・回路を幅の広いテープ1枚で固定

テープ枚数を増やす

段差の低いところへテープを貼る

テープの種類を変更

テープで翼を作り翼の上をテープで固定

4

1

1

0

1

6

3

0

1

0

9

5

4

0

0

8

6

1

1

0

27

15

6

2

1

51

（22.4％）

回路にたるみを持たせる

ループ固定

Ω固定

α固定

U字固定

L字固定

S字固定

関節をまたがない固定

8

2

3

4

3

1

1

0

2

7

2

2

2

0

0

0

10

2

2

0

1

0

0

0

6

9

5

2

1

0

0

1

26

20

12

8

7

1

1

1

76

（33.3％）

穿刺肢露出

穿刺針・回路とテープの接触面積を増やす

粘着部の水分をまめにふき取る

皮膚と回路の密着

0

2

0

1

0

0

0

0

4

0

1

0

2

1

0

0

6

3

1

1

11

（4.8％）

チェック強化

スタッフ意識の強化

2

0

3

3

5

1

2

0

12

4

16

（7.0％）

固定
（シーネ，止血ベルト，粘着性伸縮包帯，抑制帯，ミトン等）

防護カバー
（ペットボトル，プラスチックなど）

穿針肢を覆う
（包帯，ネット，回路の空袋，生食パック，透明ビニール，シーツ）

テープを腕に１周

延長チューブ

回路を背中に回す

抜針のあった患者に翼状針を使用

家族の付き添い

5

3

2

0

0

0

0

0

13

5

2

0

0

1

0

0

5

4

0

1

1

0

1

0

6

7

12

1

0

0

1

2

29

19

16

2

1

1

2

2

72

（31.6％）

特別なことはしない 1 0 0 1 2 2（0.9％）



3．抜針事故の実験的検証

実験1.：静脈圧を上昇させて，金属針の動きの変

化を観察した．静脈圧が70mmHgで初めて穿

刺金属針は1mm後退し（図2），80mmHgに

なると穿刺針は抜けた．

実験 2.：実験 1.にて静脈圧 70mmHgでは穿刺金

属針はやや後退したことから，実験2.では静

脈圧70mmHgに固定して，その後の穿刺金属

針の経時的変化を観察した（図3）．その結果，

実験開始10分後，20分後に穿刺金属針は実験

1.と同様に1mm後退した．そして20分後に

穿刺金属針は 2mmまで後退したが，この時

点から穿刺針周囲から外部へ大量に液漏れ（臨

床では出血にあたる）を生じた．

その後，この状態が5分間続き，実験開始よ

り25分後に穿刺針は人工血管より脱落した．

穿刺針が脱落すると同時に静脈圧が低下し，警

報が発生した．

以上の結果から，最も重要なことは，完全に針が

抜けず，針先の大部分が血管の外，皮下組織内にと

どまった状況では，静脈圧警報が鳴らずに，多量の

出血をきたす可能性があり，時間から推測した出血

量は 800～1,100mLにあたること，すなわち，現

時点では，抜針事故による大量出血防止のためには，

機器に付属する警報装置は無力であることを，図4

にまとめた9）．

4．限られた地域における医療事故・医療ミスの

実態把握と改善への取り組み10）

平成15年9月1日～平成16年5月15日までの

間に，レベル3以上の報告は75件あった．3年目

である今回の集計では，150例に達していた．この

うち，抜針事故に関する3症例と，単発した新規Ｃ

型肝炎感染例を提示しておく（資料1）．
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表6 抜針時に使用されていた針の種類

針の種類 抜針比率（％）

材
質 形状と付属品 側孔の

有無 自己抜針 自己抜針以外 両方の抜針 全体

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
針

クランプ

なし

ストレート
なし

あり

8.3

12.5

2.1

10.6

6.3

8.4

5.4

9.6

テーパ
なし

あり

0.0

16.7

3.2

6.4

9.4

18.8

6.3

15.0

クランプ

付

ストレート
なし

あり

2.1

43.8

5.3

31.9

2.1

29.3

3.0

32.1

テーパ
なし

あり

0.0

12.5

4.3

19.1

0.0

15.2

1.2

15.9

翼状針

ストレート
なし

あり

4.2

0.0

0.0

7.4

0.0

4.2

0.6

4.5

テーパ
なし

あり

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.5

0.0

0.6

AVF
なし

あり

0.0

0.0

0.0

5.3

2.1

1.0

1.2

2.1

その他 0.0 3.2 2.6 2.4

表7 穿刺針固定用テープのサイズ

長さ（cm）

5未満
5～8
未満

8～11
未満

11～15
未満

15
以上

合計

幅

（cm）

0.9～1.5

1.8～2.0

2.4～2.6

3.0～4.5

5.0～6.0

7～7.5

10～12

19

0

1

11

2

4

0

0

0

46

12

176

3

21

1

1

0

13

11

176

1

8

3

3

0

3

1

7

0

0

0

2

0

7

2

6

0

1

0

0

0

69

27

376

6

34

4

6

0

合計 18 260 215 13 16 522



68

図3 実験2

方法 静脈圧を70mmHgに固定．経時的変化を観察した．

条件 実験1と同じ

結果

図2 実験1

��� (mmHg) 60

0

70

1

80

��������	
 (mm)

図4

いずれの位置でも静脈圧は大きく低下しない．

＝静脈圧警報は鳴らない．

しかし②，③の場合は大量出血を生じる．



＜本年度（3年度）研究＞

1．バスキュラーアクセス事故防止のためのポス

ターおよび解説書の作成と配布．

1） 抜針事故防止のための標語十か条の選定（表

8）．

最終年度の研究では，これまでの集大成として，

事故事例集や過去のアンケート調査から，各施設で

抜針事故の原因とされた要因や対応策を分類･集計

し，研究者の経験などとあわせて，どこの施設でも

実行可能で，コアとなる防止策十か条を選定した．

これには，自然抜針事故防止策と，自己抜針事故防

止策とが含まれている．また，いったん抜針事故が

生じた際の対応についても，五か条にまとめた．

なお，この標語は，臨床の現場で，できるだけ覚

えやすくするために短く，リズミカルなものとした．

2） この十か条について，解説書を作成した．

十か条の標語が極めて短縮されたメッセージであ

るため，これを理解しやすいような，図入りの解説

書を作成した（資料2）．

たとえば，「指差し・声出し 安全確認」は，新

人スタッフのみならず，ベテランスタッフも，穿刺

部位の選択・穿刺の実際・穿刺後の針先テープ固定・

回路固定などが確実で安全かを指差し，「よし」と

声に出して確認するもので，日常的に繰り返す操作

や手技が，漫然と実施され，安全がないがしろにさ

れていないかを意識的に確認することになる．また，

実質的な操作担当者自身が，責任をもって安全を確

認する手段として，指差し・声出しすることが事故

防止にとってもっとも望ましいことと考える．

3） 抜針事故防止のイメージ及び標語をポスター

とした（資料3）．

このポスターを施設内または透析室内に掲示する

ことにより，患者も含めたバスキュラーアクセス事

故（特に抜針事故）防止に役立てることができれば

と考えている．

4） これらを班研究の成果として，すべての透析

医療機関に配布する．

上記のツールを用いて事故防止を呼びかけること

により，施設全体の安全文化の確立が図られること

が最終の目標である．

2．事故事例集の発行と配布．

日本透析医会愛知県支部が主催するセーフティマ

ネージメント研究を支援し，収集されたレベル3以

上150事故事例を事例集として作成し（資料1：現

時点ではまだ事例集作成のための資料としてのみ掲

載），これを全国の施設に配布する．

もとよりその目的は，自施設で経験したこともな

い事故であっても，事例集からその予防対策法を策

定することが可能で，これは事故経験を，全国の施

設で共有することに他ならない．典型的な事故事例

を4例掲載しておく（資料1＜症例1～4＞）．

D．考察・結論

1．初年度の研究

1） 各透析施設により透析医療事故防止のために

多くの努力が払われていることが示された．こ

れは，各施設での医療事故防止体制の整備のみ

ならず，「透析医療事故防止のための標準的透

析操作マニュアル」などを参考にした日々の透

析医療の施行実態にも表れている．

2） 一方，抜針事故は100万透析あたり41.5件

69

表8 抜針事故;防止十か条と対応五か条

＜抜針事故防止十か条＞

1） 固定に配慮 穿刺部位

2） 針挿入は 十分に

3） 剥がれ難き テープ貼り

4） 余裕をもたせた 回路の固定

5） 指差し・声出し 安全確認

6） 患者も協力 抜針予防

7） 出血確認 頻回に

8） 監視しやすい ベッド位置

9） 怪しい動きに 要注意

10） 抑制やむなし 認知症

＜抜針事故対応五か条＞

1） なにはともあれ 処置と治療

2） 誰にもわかる 記録の作成

3） 本人・家族へ 報告・説明

4） 事故情報を みんなで共有

5） 事故対策の マニュアル更新



と今回の調査でも高い頻度を維持し，死亡事故

も1例報告された．うち過半数を自己抜針が占

め，牽引抜去を含めると，3分の2が認知症や

不穏が関係する可能性が高い事故であった．

3） この進行した認知症患者を，自己抜針事故か

ら守るために，ベッドや柵に抑制帯で固定する

ことに関しては非人道的であると考えるのが一

般的と思われるが，透析治療を継続するため，

また死亡に至る事故を防止するためには仕方な

いと考える施設が半数以上に上った．また，自

己抜針事故を防止するため，常時スタッフや家

族が，ベッドサイドで付き添って監視すること

は，非現実的であるとする考え方が多数を占め

た．

4） 通常の透析穿刺針とは異なる透析用バスキュ

ラーアクセスカテーテルの事故では，障害が長

期化したレベル4の事故が1件報告され，動脈

損傷や抜去事故など重大な結果につながる事故

がなお多数認められた．カテーテル使用は止む

を得ない場合に限定するとともに，医師の技術

向上を含め，なお十分な対策の確立が必要であ

る．

5） また，事故防止のための患者の協力について

の調査では，「透析医療事故」について患者に

話を行なっている施設が70％以上にのぼり，

常日頃から患者や家族への説明努力を行なって

いることが明らかにされた．また「透析事故，

特に抜針事故」は患者の協力があれば防げると

考えている施設が90％以上に達した．そして

多くの施設で ・事故あるいは事故につながる可

能性のある事例・を経験しており，すでにそれ

に対する様々な工夫を各施設で実行しているこ

とも明らかにされた．この中で，67.5％ の施

設では患者自らに事故防止についての協力をお

願いしている実態も判明した．今後は患者への

事故防止協力を呼びかける努力をさらに多くの

施設で進めていくことが重要と考えられる．

2．2年度の研究

1） 2年度の研究1，2では，抜針事故とその対

応に限った実態調査が実施された．

2） この研究は，日本臨床工学技士会の法規・血

液浄化関連委員会「ワーキングG3（透析穿刺

部固定関連）」の協力で実施され，回答対象を

臨床工学技士に指定し，e-mailでの回答を求

めたもので，デジタル写真などの画像情報も加

えられた．内容は具体的で，かつ細部に行き届

いた調査が実施され，臨床工学技士が施設内の

安全対策や，事故防止対策の中止となりうる

（すでに中心となっている）職種であることも

明確となった．

3） 調査結果から，抜針事故では，自然抜針事故

（41.7％）より自己抜針事故（58.3％）のほう

が多いという結果は，初年度の調査と同様の傾

向を示した．

4） 自己抜針事故では，針の選択や，テープ固定

の方法は，防止対策としてあまり意味を成さな

い．研究2からは，施設の独自な工夫による穿

刺部位のカバーがデジタル画像として提供され

ている．しかし，研究1や，研究4からは，こ

のカバーの中に手を入れて抜くとか，もっと単

純に，強引に回路を引っ張って抜くという報告

もある．したがって，最も効果的な自己抜針事

故対策は，家族を含めた了解の上で，最小限か

つ効率的な対側肢の抑制であると考える．ただ

問題は，日常的な観察の中で，あきらかな意識

障害や認知症が診断されていない患者（この場

合は，必ずしも抑制が妥当とは考えられない）

でも，針を抜いてしまうようなことがあるとさ

れ，最後は，早期発見のための観察ということ

になる．早期発見のための観察では，スタッフ

による定時観察とともに，穿刺部を完全に覆わ

ないこととされている．一方，多くの自己抜針

事故では，針を完全に抜いてしまうことが多く，

大量出血をする前に，回路内静脈圧低下を示す

警報などで早期に発見されることも多い．

5） 回路の固定は，もちろん体動の激しい患者の

自然抜針事故に対する防止対策でもあるが，自
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己抜針事故や，その他の強制的な力が働いた場

合の抜針事故対策として重要である．研究1で

は，職員が回路を引っ掛けて抜針したという事

故も報告されている．いずれにしてもループ固

定などで撓みを持たせることが必要で，関節を

越えた固定の場合，特段の配慮が必要となる．

最終的に肩のほうから装置へ導くか，手先のほ

うから（回路を握ったり，握らなかったり）装

置へ接続するかは，今後の検討が必要である．

6） 次に，自然抜針事故については，研究3の実

験的検証結果は，テープでの固定がなければ，

静脈側の穿刺針は，静脈回路内圧が70mmHg

以上であれば必ず抜けることを意味している．

このことを前提に考えると，抜針事故防止はも

う少し具体的な方法が見えてくるかもしれない．

また自然抜針では患者の起き上がり，シャント

肢の屈伸，激しい体動，食事中などに関連して

抜針事故が発生していることが多いと考えられ

る．

7） こうした自然抜針事故防止対策として最も注

意を払われていたのが，穿刺針と回路の固定に

関する工夫であった．固定用テープの材質，幅，

長さ，使用枚数，固定部位，また回路の固定パ

ターンなどに関しては施設間で大きく異なって

おり，そのパターンは193施設で102通りに達

した．しかし，これらの対策と事例発生との関

連を考察したが，今回のアンケート調査からは，

残念ながら明確にすることはできなかった．

8） ここで，自然抜針事故についていま少し具体

的に考えてみると，針が抜ける状況は，固定テ

ープが剥がれて抜針する例と，固定テープは剥

がれずに針のみが穿刺部から外れる例がある．

9） 前者については，穿刺部位のテープ固定が問

題で，α固定など針先を押し進めるような方向

（針先を後退させない方向）への力がかかる固

定法が最適である．終了時にテープを剥がす手

間をいとわなければ，穿刺部と針または針先の

大部分を幅広で，強力なテープで密封してしま

うのも一法である．また，針については，でき

る限り深くまで挿入することと，翼が付いてい

るほうが，固定は確実である．テープかぶれな

どによる皮膚に優しいとされるテープは，一般

的にいって粘着能は低く，剥がれやすい．こう

したテープの材質や，どれぐらいの長さと幅が

あれば必要十分かなどという検討は，今後の研

究テーマと考えている．

10） 固定テープが剥がれずに，穿刺針の先端が抜

けるまたは抜けかけるという状況もあると推測

される．後に示す事故事例集（資料 1＜症例

3＞）では，テープは残ったまま，完全に針は

抜け落ちている．また症例1では，テープ固定

が緩んで抜けかけたとされているが，シャント

の状況から，固定テープは剥がれずに，針先だ

けが抜けかけたと考える．特に，瘤状に膨らん

だシャントへの穿刺と穿刺部の固定を想像する

と，穿刺部そのもののテープによる完全固定も

困難な上，穿刺が浅かったり，固定のために穿

刺針の下にクッションをおいて固定したりした

場合，少しの体動やシャント穿刺部の簡単な圧

迫で，針先だけが抜けるまたは抜けかけること

もある．

11） 予防の一つは，こうした通常とは異なる状況

での穿刺とテープ固定に際し，抜けることもあ

ると理解した上で，対応できるかにある．

12） 抜針事故防止対策がいまひとつ進まず，事故

が減少しない理由の一つに，抜針事故事例発生

時点での詳細な状況を，明確に記録しておくシ

ステムがなく，各施設まちまちな方法でのデー

タ収集であり，不明確な箇所が多かったためと

考えられた．そこで，今後は，各施設が統一さ

れた報告用紙にのっとり，前向きに事例を蓄積

していくことが重要と考えられ，抜針事例発生

時に記録しておくべき最低限の項目と記録用紙

（見本）を参考までに示した（表9）（資料2）．

13） また，研究2で収集されたような画像による

防止対策や，研究4の研究会で報告される画像

による事故の実態と防止対策も理解が容易で，

効果的に他施設の経験を共有することが可能と
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なる．次年度の研究では，事例集などとして出

版などを計画している．

14） 最後に，近年では，医療事故防止の最後のゴ

ールキーパーは，患者自身であるといわれてい

る．意識の不明瞭な患者や認知症の患者を除き，

抜針事故防止に果たす患者の役割も少なくなく，

これらを明確にした上で，協力を仰ぐべきと考

えているが，この点も，今後の研究テーマであ

る．

3．最終年度の研究とまとめ

1）2年度までの研究で収集された膨大な調査結

果を基に，より効果的な事故防止対策ツールを

開発し，すべての透析施設に配布する．

2）ポスターは，視覚に訴えることができ，透析

施設内での表示は，日常業務の中で，事故防止

の重要性を喚起することになるだろう．

3）事故防止のための十か条や，事故後の対応五

か条の提示は，事故防止対策の秘訣を標語にし

たもので，これも日常業務の中での事故防止対

策上，重要な役割を占めるだろう．毎日の業務

開始前に，復唱されることを期待する．

4）上記の標語の意味を理解するための解説書は，

スタッフ教育のためにも利用されることを期待

している．

5）愛知県透析医会の事業として現在も展開中の

事故事例の収集は，研究会での発表のたびに，

出席者に対し，新しい事故防止に関する注意を

喚起している．これを集めた事故事例集を発行

し，全国の施設に配布することは，自施設で経

験したことのない事故情報をも共有することに

なり，各施設の事故防止対策がより充実するこ

とになる．

6）最後に，本研究の目的は，日常臨床の場で，

バスキュラーアクセス事故（特に抜針事故）の

減少を図ることにある．

しかしより重要な最終の目標は，患者と職員

および施設にとって，安全が保障されるという，

いわゆる医療施設の安全文化の確立に寄与する

ことにある．

わかりやすいポスターや標語は，日常臨床の場で

すぐに役立つものであり，匿名性を維持しつつ集め

られた膨大な事故事例集は，自施設の事故対策マニ

ュアルの改訂に資するものと考えている．

E． 発表論文

日本透析医会雑誌に掲載予定．
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表9 抜針対策のために抜針時に記録しておくべき項目

1 日時

2 患者基本データ

3 自己抜針か否か

4 抜針部位（ＡorＶまたは両方）

5 透析開始何時間何分後か

6 バスキュラーアクセスの形状と穿刺位置

7 使用していた穿刺針の種類と長さ（Ａ，Ｖ）

8 穿刺針の留置状態（Ａ，Ｖ）

1/2以下・1/2・2/3・全部

9 使用していたテープの種類（商品名），幅，長さ，枚数，固定位置

穿刺針（Ａ，Ｖ），回路（Ａ，Ｖ）

10 穿刺針固定時，穿刺針の下に入れたもの（例：ガーゼ・綿タンなど）

11 穿刺肢の扱い（自由・屈伸などに制限あり・動かせない）

12 回路を手で握っていたか否か

13 穿刺肢以外の固定場所と器具

14 かぶれ・発汗などテープのはがれやすい条件

15 具体的状況
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事例 97抜針直前・出血

1） 事故内容：

透析開始後3時間経過．ナースコールで脱血に気づいた．静脈側穿刺針の抜けかけで，すぐに

穿刺針を奥に入れてテープ固定を厳重にした．静脈圧アラームなく，患者さんが血流の違和感で

気づきナースコールをした．失血量は正確には不明だが推定200mLであった．

総除水量2,300mLのところ1,800mL除水時点での採血結果はシャント反対側末梢血にてHb

9.7g/dL，Ht30.8％であった．前回透析前はHb9.3g/dL，Ht29.8％であった．

2） レベル：レベル3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った，あるいは入院の必要が生じた，

または入院期間の延長を要した）

3） 2名以上の患者に発生？：いいえ

4） 発生日時：平成18年8月（水曜日）

5） 発生時期：（3）血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

6） 発生した時間：午後8時20分

7） 被った方：（2）外来患者

8） 患者の性別：男性

年齢：63歳 透析歴：6年3ヶ月 原疾患：その他（多発性嚢胞腎）

9） 原因に関与したスタッフ職種：（3）常勤看護師

10） 転帰：（5）不変

11） 今回の事故についての考察を記載して下さい．

何が原因だったのでしょうか？

穿刺者（看護師）の反省：穿刺部位の位置関係から血管隆

起部位での固定となってしまった．このため穿刺針とテープ

が浮いた状態になった可能性が強い．そのためテープがゆる

んで穿刺針が抜けそうになったと思われる（図1参照）．

スキナテープを使用していたが他のテープの検討をしたい．

12） 今回の事故を教訓にその後とられた再発防止対策につい

て記載して下さい．

a） スタッフ全員へ抜針事故を周知し，さらに穿刺部位の

選択やテープ固定を厳重にする．

b） テープ固定法は現在①V字固定（α固定の変形）（図 2

参照），②Ω固定を実施している．

c） 患者教育→ 患者会の学習会（9月3日）を実施する．

内容は①座位時の注意，②テープの種類，③毎時間の

シャント肢チェックの意味．

資料1事故事例集＜症例1＞

図2

図1
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事例 100自己抜針

1） 事故内容：

血液透析開始1時間30分を過ぎた頃，認知症患者様が動脈，静脈側穿刺針ともに自己抜針して

出血した．定時バイタルチェック最中であった臨床工学技士，看護師が透析監視装置警報にてベ

ッドへ行くと，患者様が静脈側穿刺針を持って「チョット」と呼びかけてきた．

静脈圧自動下限警報で透析ポンプは停止し，動脈側穿刺針も一緒に抜針していたため動脈側血

液透析回路内には空気が混入していた．

空気混入部位は回路内動脈側チャンバーの半分まであり，他に混入は無かった．警報ブザーを

停止し，動脈，静脈穿刺部位とにも止血操作実施し，同時に血液回路は体外循環施行しながら回

路内混入空気を動脈側チャンバーより抜きつつ生理食塩液を注入した．

シャント部止血完了後，動脈側，静脈側ともに再穿刺し透析を再開した．

出血量は推定約150mLであった．

経過観察を行い次回透析日に血算検査の指示があった．

2） レベル：レベル2（実施され，現時点での実害はないが，今後の観察が必要，あるいは何らか

の検査を要した）

3） 2名以上の患者に発生？：いいえ

4） 発生日時：平成18年9月（土曜日）

5） 発生した時間：午前11時16分

6） 発生時期：（3）血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

7） 被った方：（2）外来患者

8） 患者の性別：女性 年齢：83歳

透析歴：2年8ヶ月 原疾患：慢性糸球体腎炎

9） 原因に関与したスタッフ職種：（3）常勤看護師，（5）常勤臨床工学技士

10） 転帰：（7）その他（経過観察中．次回透析日に血算の検査指示あり．Ht36％）

11） 今回の事故についての考察を記載して下さい．何が原因だったのでしょうか？

今回の認知症患者様は過去に3回自己抜針されていた．その都度カンファレンスを行い回路の

固定法やテープ固定，包帯固定などに注意を払い改善してきた．

さらに最終的に家族の同意を得て抑制して透析治療を行っている．

スタッフへ「いかなる時もしっかりと回路固定，抑制をする」事を徹底していた．

しかしスタッフ全員が全て同一の回路固定，抑制方法をしていなかった事が表面化し今回の自

己抜針事故に至ってしまった．

この患者様への固定法や抑制法はチャートに記載されていたが，それについて不慣れなスタッ

フは「知っていて気になっていたが実際に確認をしていなかった」とのことであった．この事が

大きな原因であったと考えられたが，なぜ施行しなかったのか？

＜症例2＞
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その理由として「今日の患者様は穏やかだったので大丈夫だろう」という思い，および「少な

いスタッフで開始に入っている為次の透析に行かなきゃ」という思いがあったためとのことであ

った．

12） 今回の事故を教訓にその後とられた再発防止対策について記載して下さい．

自己抜針された患者様は認知症が有り痴呆が進んでいた状態のため，毎透析治療時に家族から

了解を得て抑制をして透析をしていた．

患者様は透析中，穏やかな時や体動の激しい時など様々で，常に監視の必要があった．このた

め少ないスタッフで透析治療ができるように抑制してきた．

しかし今回の事故は決められた回路固定や抑制方法に従わなかった事が大きな原因であった．

このため各スタッフに手技の徹底を目的として，チャートと透析カードに誰でも手技の確認が

しやすいよう固定抑制方法を明確に写真付きで提示し（下図参照），各スタッフに固定抑制方法の

再教育を行った．又，全スタッフにて固定抑制方法を定期的に議論する事とした．

認知症患者においては精神状態が穏やかなときでも抑制は確実にする事が患者様の安全に繋が

るという思いで治療を行う事にした．

鈴が付けてある

＜血液回路の固定方法＞

・回路は必ずループを作る

・上腕にA側V側の回路をあげ，再度ループを

作り前腕へ持っていき，トランスポアR○2イン

チで固定する．

・出血センサーを前腕の裏へテープで固定．

※ 回路の屈曲には注意する

・セット内の保護ガーゼにて覆う

・パジャマの裾を手首までさげ，その上より包帯

固定→ミトン→抑制帯の順番で保護

・テープはエバーセルテープR○使用

シャント肢の保護（赤色ミトン） 非シャント肢の保護（水色ミトン）
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事例 101抜針・出血

1） 事故内容：

インスリン使用中の糖尿病患者．多発性脳梗塞があり発語が不如意．C型慢性肝炎．平成18

年8月肝臓癌発症を指摘された．

今回，血液透析中，午前11時55分（透析開始約2時間10分後）に静脈圧下限警報ブザーが鳴

った．向かいの患者側にいた看護師が当該ベッドサイドへ行き患者シャント肢からの失血に気付

いた．シーツ，掛け布団，バスタオル，寝衣に血液が染みており，更に床にも血液が広がっていた．

直ちに主任他のスタッフ，医師を呼びシャント肢を確認，静脈穿刺針の抜針による失血を確認

した．

患者は意識朦朧状態，血圧140/60，脈拍92/分，心拍119/分．

動脈側よりゆっくり返血，生理食塩液の補液を実施した（図 1）．酸素吸入，心電図モニター装

着実施．

その後意識レベルやや改善，25％アルブミンR○投与後，救急車で総合病院へ搬送入院された．

推定失血量は約1,100mLであった．患者の妻と娘へ経過を報告した．入院後，計800mLの

MAP輸血を実施した．

2） レベル：レベル3（実害が生じ，そのため検査や治療を行った，あるいは入院の必要が生じた，

または入院期間の延長を要した）

3） 2名以上の患者に発生？：いいえ

4） 発生日時：平成18年8月（水曜日）

5） 発生した時間：午前11時55分

6） 発生時期：（3）血液透析継続中（透析開始操作終了後より透析終了操作開始前まで）

7） 被った方：（2）外来患者

8） 患者の性別：男性

年齢：64歳

透析歴：0年4ヶ月

原疾患：糖尿病性腎症

9） 原因に関与したスタッフ職種：（3）常勤看護師

10） 転帰：（2）入院

11） 今回の事故についての考察を記載して下さい．何が原因だったのでしょうか？

静脈シャント穿刺部位は左肘関節部であることを考慮し，クランプキャスR○（血管内留置針）を

使用していたが，針固定の為のテープが確実に実施されていなかったと推測された（図2）．

また患者は昼食摂取のために45度のギャッジアップをしており，血液回路に充分のゆとりがな

く回路，穿刺針が牽引されたと想定された．

推定失血量1,100mLおよび当時血流 150mL/分であったことから，約8分間出血が続いた後，

静脈圧下限警報ブザーが鳴った．

＜症例3＞
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透析開始後30分，1時間，2時間の観察で失血はなかった事が確認されていた．このためその

直後から警報が鳴らないまま失血が続いていたと考えられた．すなわち定時観察を行っていても，

その間隙の数分間の失血にて重大事故につながった．その際，警報ブザーは鳴らなかった．この

ため定時観察も大切であるが，回路の確実な固定がなにより大切と考えられた．

12） 今回の事故を教訓にその後とられた再発防止対策について記載して下さい．

a） テープ固定を確実に行う（図 3）：①クランプキャスR○の場合はΩ固定，②翼付穿刺針の場合

翼部分をテープ固定する．

b） 回路に緩みを持たせる：手関節，肘関節の伸展により2cmの緩みが必要であるためそれ以

上のゆとりをもたせる．

以上のことをスタッフ全員で徹底し事故再発防止に取り組みます．

図 1. ベッドや床への大量出血．抜針した静脈穿

刺部位を圧迫している．動脈側回路から補液を行

っている．

�

�

図 2. 青丸：静脈穿刺針が抜けた跡．ステプティバンドR○の
み残っていた．矢印：動脈穿刺針固定テープがステプティバ
ンドR○の上に貼られていた．

図 3. 固定テープの位置：ステプティバンドR○は固定テー
プの上から貼るべきである．
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事例 150急性Ｃ型肝炎（院内感染）

1） 事故内容：

症例は62歳女性．糖尿病性腎症のため2006年3月21日に血液透析へ導入された．

当研究会の事例報告では個人および施設が特定されるのを避けるため，日付は原則として月ま

での記載としているが，本事例では日にち単位で経過が記載されているため，日にちまで記載し

た．

（1） HCV新規感染例の臨床経過その1（図1）

2007年3月21日の定期検査でAST（GOT）44，ALT（GPT）56と異常値を認めた．

診断のため測定したHCV抗原（コア蛋白）が陽性であったため急性C型肝炎と診断した．

保存血清からは3月7日の血清でHCV�RNA陽転が認められた．

4月11日本人および家族へ説明．

4月12日保健所へ届出．

通常のHCV抗体はALT上昇が改善した後に陽転した．

HCV塩基配列分析を実施した結果（図 2），感染源が同定され，院内感染が強く示唆された．

本研究会報告現在はALTが40以上になることもなく自覚症状もない状況である．

（2） HCV新規感染例の臨床経過その2（図1）

ALT（GPT）が平成19年3月21日の時点で56IU/Lへ上昇した時点で，最初の異常が注

目された．直後の4月4日HCV抗体は陰性であったが同時に測定したHCV抗原（コア蛋白）

は陽性を示し，この時点で急性C型肝炎と診断した．振り返って保存血清を調査したところ3

月7日の血清でHCV�RNA陽転が認められた．

1.ALT（GPT）が軽度上昇した時点で感染の鑑別を疑われたこと，

2.HCV抗体と同時にHCV抗原（コア蛋白）を測定されたこと．これはHCV抗体陽性とな

る時期が後にずれるため，現在の初期感染を判断するため同時にHCV抗原（コア蛋白）を

測定されたこと，

3.HCV抗原を測定するため初回は安価なHCV抗原（コア蛋白）を測定されたこと，

4.そしてなによりも独特で特徴ある点は患者さんの検体が時系列で保存されていたことであ

った．これによりいつの時点でウィルスに感染したかをレトロスペクティブにほぼ正確にそ

の時期を特定することが可能となった．

5.感染源となった患者がHCV塩基配列検査より同定された（図2）．

その後，ALT（GPT）は500台まで一過性に上昇してから現在は40以下に改善した．

抗HCV抗体価は5月頃よりゆっくり上昇してその後高値が続いている．

2） 2名以上の患者に発生？：いいえ

3） 発生した時間：不明

4） 発生時期：透析に関連・詳細は不明

5） 被った方：（2）外来患者

＜症例4＞
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6） 患者の性別：女性

年齢：62歳

透析歴：1年間

原疾患：糖尿病性腎症

7） 原因に関与したスタッフ職種： 不明

8） 転帰：Ｃ型慢性肝炎へ移行

9） 今回の事故についての考察を記載して下さい．何が原因だったのでしょうか？

HCV感染を起こす機会の可能性があったエピソード

（1） ベッド固定していたため通常はAさん（HCV新規感染者）が透析を開始（終了）した後で

（直後とは限らない），Bさん（感染源患者）の透析が始まる（終わる）ため，透析開始・終了

時にスタッフを介して感染する可能性はない．

（2） 2005年11月から2006年2月の4ヶ月間に，次の2回のエピソードで感染を起こす機会があ

ったかもしれない．

① 1月26日：Bさんが低血糖症状を呈したため，臨時に血糖検査を実施した後で，同一スタ

ッフがAさんの血糖検査（採血）を実施．

② 2月4日：Bさんが都合で早く受診したため，Bさん→Aさんの順番で，同一スタッフが

透析を開始した．

ただし，現場の看護師はそれらの可能性を否定している．

10） 今回の事故を教訓にその後とられた再発防止対策について記載して下さい．

（1） 図3の中央にある共通の廃棄物処理場所から，HCVキャリア専用の廃棄物処理場所

Ａ1ベッド前の手洗い付近へ移動

（2） 簡易血糖検査処理もHCVキャリア廃棄物処理場所へ移動

その他，従前よりの，透析室内ウィルス性肝炎院内感染対策（まとめ）を以下に示す．

1.ウィルス肝炎感染の診断はALTの推移から（はじめて20以上になったら疑う）

2.早期の診断とHCV抗原検査の有用性

3.塩基配列検索により感染源の同定と院内感染が確定

4.本人及び家族への説明

5.保健所への届出

6.感染経路の推測（簡易血糖検査などの採血時？）

7.予防のための措置

・開始終了時は1人ずつ手洗いと手袋交換を行う

・HCVキャリアのベッド固定

・HCVキャリアに固定した感染性廃棄物処理（場所と方法）
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図1 HCV新規感染例（F，62歳）
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図2 NSB領域の塩基配列解析結果

図3 透析室の透析ベッド配置図
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抜針事故防止のために

平成19年度 厚生労働科学研究費補助金

医療安全・医療技術評価総合研究事業

「透析医療におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」

■ 協力 （社）日本透析医会 （社）日本透析医学会 （社）日本臨床工学技士会 日本腎不全看護学会

資料2 解説書



84

平成19年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）分担研究

「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」

われわれは平成14年から，厚生労働科学研究として血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：

透析事故）防止体制の確立に関する研究を行ってきた．この中で抜針事故は血液透析療法にみられる最

も多い事故のひとつであり，かつ，最悪の場合には死亡に至る危険性も高い事故であることを明らかに

した1,2）．「どのように注意していても，抜針事故をゼロにすることは不可能である．」というのが，こ

れまでの研究の解析から得られた結論である．血液透析施行中，患者一人に医療スタッフ一人が付き添

って監視できれば，恐らく抜針事故をゼロにすることが出来るであろう．しかし，このような実行性の

ない対策は意味がない．避けうる可能性が高い抜針事故を可能な限り削減して，その結果，重篤な事故

が少なくなることを目指すことが，実行性がありかつ有効性が高い対策である．

このような背景から，最終年度の研究ではこれまでの集大成として，透析医療の現場に表示して，抜

針事故を削減するために役立つ標語としての秘訣・十か条を作成した．秘訣は透析施設で共通して実行

可能な項目に絞った．個々の項目における具体策については施設ごとに工夫した対策を立てていただき

たい．

1. 抜針事故防止のための十か条

血液透析患者一般に当てはまる対策として7項目を選定した．

1） 固定に配慮 穿刺部位

穿刺しやすいことを優先して，固定しにくい部位に穿刺針を挿入していないだろうか．これでは固定

不十分となりやすく，必然的に抜けやすくなる．動脈瘤様になっているシャント部の頂上付近や，関節

可動域近辺などがこれにあたる．

2） 針挿入は 十分に

患者自身による予期せぬ抜針（自己抜去）や，体動（余裕分を超える血液回路の大きな牽引）に伴う

抜針は固定の工夫だけでは予防しきれない．一方，

ちょっとした体動による抜針は穿刺針を深く挿入し

て固定することで，ある程度予防可能である．穿刺

針のタイプ（カニューレ針か，翼状針か，ストレー

トタイプかテーパタイプか）で若干異なるが，少な

くとも血管内に挿入が可能な長さの2/3以上は挿入

する必要がある．

3） 剥がれ難き テープ貼り

穿刺針や血液回路の固定に用いる粘着テープの種 固定の仕方の例
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類や幅・長さは施設ごとに千差万別であるものの，アンケ

ート結果3）では共通している部分が多い．粘着テープの材

質ではプラスチックと不織布がほとんどを占め，テープの

幅は2.4�2.6cm，長さは5�8cmおよび8�11cmがほとん

どであり，粘着剤はアクリル系がゴム系を上回っていた．

テープ固定の工夫としては，翼状部がある穿刺針の場合に

は，翼の部分をテープ固定する方法が多く推奨されており，

抜針予防用のテープ固定法として，α固定法などが有用な

手法として紹介されている．血液回路を固定する場合には，

回路とテープの接触面積を大きくして，脱落を予防する方

法として，テープのΩ固定が有用とされる．

これらの方法を検討し，テープ固定が剥がれにくい工夫

を標準的な固定法とすることが，軽微な体動に伴う抜針事

故の防止には有用と思われる．

4） 余裕をもたせた 回路の固定

患者の体動に伴って血液回路が牽引された結果，穿刺針が抜去される事故は多い．認知症や意識障害

により予測できないような体動があった場合には，血液回路の固定に多少の余裕を持たせても無効な例

が多い（第8�10条参照）．想定される範囲の日常的な体動に対しては，これにより血液回路の急激な

牽引が生じないように余裕を持たせた固定法の工夫が有用と考えられる3）．

牽引防止のため血液回路に余裕を持たせる固定法には，回路にＳ字状のたるみを持たせる，穿刺針か

ら伸びる血液回路を一旦Uターンさせて固定する，穿刺針から伸びる血液回路にループを形成させて

固定するなどの方法がある．血液回路が脱血側（A側），返血側（V側）のいずれであるか，穿刺針の

位置と方向とを併せて考慮し，想定される腕の動きによって穿刺針が牽引されないよう，血液回路に余

裕を持たせるようにすれば有用と思われる．牽引防

止のために血液回路を患者自身の手に持たせる方法

は賛否両論があるが，手の動きにより穿刺針が牽引

されることがないようにすれば，腕全体の動きに伴

う抜針事故を削減する効果が期待できる．

5） 指差し・声出し 安全確認

穿刺針と血液回路の接続やこれらの固定の際に，

しっかりと接続や固定が行われているか，回路の固

定に必要な余裕が与えられているかについて，固定

者は指差しと声だしを行いながら，確認作業を必ず

行う手順を標準にすることが望まれる．可能であれ

ば，他者との相互確認が望ましい．穿刺針や血液回

剥がれないテープ固定

余裕の回路固定
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路の接続や固定は，目的意識を持たずに漫然と実施

すると，おざなりとなって抜針事故の原因を作る危

険性がある．また，穿刺や固定が，自分の責任で安

全かつ確実に行われたという確認のためにも，指差

しは必要である．

6） 患者も協力 抜針予防

理解力がある患者には，体動に伴い抜針事故の危

険があること，医療スタッフ側が想定している体動

の範囲を説明し，不用意な体動に伴う抜針事故を防

ぐ努力を行うべきであり，十分な効果が期待できる．

想定している範囲を超える体動が必要な場合には，医療スタッフに知らせてもらい，体動の介助を行う

ようにする．また，患者自身にも定期的に血液の漏れがないかも確認してもらい，万一の抜針や回路離

断の場合には，すぐに医療スタッフに知らせてもらうようにする．

7） 出血確認 頻回に

どのように対策を講じても，想定外の原因により抜針事故が生じる危険性がある．重要なのは，抜針

事故が生じても失血量を最小限に止め，重篤な事故に進展させないことである．この目的で，可能な限

り頻回に抜針や回路離断による失血がないかを確認することが大切である．血圧測定などのためベッド

サイドに行った際には，必ず出血の有無を確認するような作業手順を標準とする．

認知症や意識障害のある患者では，自己抜針や，医療スタッフの想定する範囲を超えた体動により血

液回路が牽引された結果の抜針事故の危険性が高い（抜針事故高リスク患者）．このような患者にはさ

らなる頻回の観察が必要である．

特に高リスク患者（自己抜針・想定外の体動）に対して，以下の3項目を選定した．

8） 監視しやすい ベッド位置

抜針事故高リスク患者は頻回の観察が必要なため，透析室内において使用するベッドを監視しやすい

位置に選択することは効果的と考えられる．専従の医療スタッフ一人を配置することは実行性が低いた

め，複数のスタッフの目により観察の頻度を増すようにする．ナースステーションや処置スペースの近

隣で，スタッフがいる機会が多い場所がよい．高リスクの患者については，治療スタート時にスタッフ

全員に周知し，担当のスタッフ以外でも近くにいる場合は観察を行うような協力体制が重要である．

9）怪しい動きに 要注意

抜針事故高リスク患者では，自己抜針や想定外の大きな体動をする前に前兆となるような不審な挙動

を示す場合が多い．このような場合は医療スタッフによる監視を強化する必要があるが，それでも対処

困難な場合には，家族などによる付き添いの協力を打診することも一法である．

指差し・声出し 安全確認
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10） 抑制やむなし 認知症

医療スタッフによる監視や家族などの付き添いでも予想できない体動がある場合には，患者の安全の

ため，家族や後見人などの了承を取って，シャント肢や反対側の腕，体全体などの抑制を行う必要があ

る．導入期の一過性の意識障害の場合などでは，数回の血液透析により意識状態が改善して，抑制が不

要となる例も少なくない．

2.抜針事故対応のための五か条

出来るだけの対策を講じて抜針事故を防止しようと努力しても，100％事故を防ぐことは不可能であ

る．そこで，万一抜針事故が起きてしまった場合には速やかに対応し，患者の被害を最小限にするとと

もに，再発を防止することに全力を尽くすことが重要である．その結果として，事故を生じた当事者や

施設側のダメージも最小限に食い止めることが可能となる．

1） なにはともあれ 処置と治療

抜針事故が発生した場合には，まず応急処置と治療を行わなければならないことは言うまでもない．

その際にも，早い発見ほど被害を最小限に止めることになるので，頻回の観察が大切となる．

2） 誰にもわかる 記録の作成

事故が発生した場合，関わったスタッフによって速やかに事故の経緯を記録し，診療録に記載する必

要がある．この記録を出来るだけ早く現場責任者や施設長に報告し，事故状況を共有する必要がある．

患者本人や家族に対応する場合に，医療側の状況把握が統一されていないことは不信を助長し，紛争の

種となる危険がある．正確な記録は事故対策の策定や将来の医事紛争において，欠くことのできない資

料となる．なお，デジタルカメラなどを用いた画像での記録も有効である．

3） 本人・家族へ 報告・説明

当座の処置や治療が終わった段階で，患者本人ならびに家族などにどのような事態が生じ，被害がど

の程度であり，どのような処置と治療を行い，予測

される後遺症がどの程度であるかを報告ならびに説

明する必要がある．報告と説明は直接関わったスタ

ッフとともに現場責任者，あるいは施設長が臨席し

て，静かな環境の部屋を用意して行うとよい．直接

関わったスタッフが混乱している場合には，臨席者

が代わって説明を行う．この際，いたずらに事態を

隠蔽することは後々に事態を混乱させ，患者本人お

よび家族から理解が得られない状況を作る結果とな

る．起きてしまった事態を正直に報告するとともに

遺憾の意を示し，過失があれば率直に詫び，誠意を

持った対応をとることが結果として紛争を最小限に 本人・家族への報告と説明
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くい止めることになる．詳しい事故原因はこの時点で分からないことが多いので，原因の探求と再発防

止策，事故に対する補償については十分な調査を行ってから，改めて説明・話し合いの場を持つことを

約束する．

4） 事故情報を みんなで共有

前項で述べたように正確な事故状況を医療側が共有することはきわめて重要である．これによって医

療安全委員会において事故対策を考案し，事故防止マニュアルを策定することに役立つ．出来れば，日

本透析医会医療事故対策部会にも報告して，全国の施設における抜針事故の防止対策に役立ててほしい．

また，同部会において作成した抜針事故の記録用紙（見本）（次頁）を全国の施設が利用することによ

り，抜針事故防止のためのデータベースが構築される予定である．

5） 事故対策の マニュアル更新

多くの施設で独自の事故防止マニュアルを作成していると思うが，マニュアルは必要に応じて更新し

ていく必要がある．新たな事故によって，新たな事故対策ができた場合には，マニュアルに取り込むこ

とが重要である．
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透析医療における災害時情報伝達の現況に

ついてのアンケート調査（2007年）報告



第1章 はじめに

1.背景：災害時医療支援船構想と災害時情報伝

達システム

2.関連事項

3.本研究のねらい
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12.患者への連絡体制（患者への連絡網）

13.患者への連絡体制（患者連絡網への発信者）

14.患者への連絡（患者側の情報ツールの把握お

よび利用）

15.患者への連絡（輻輳時の情報伝達の手段）

16.患者への連絡（情報伝達の手段：一斉連絡方法）

17.患者宅の位置把握

18.避難場所・集合場所の患者への連絡

19.ライフラインの被災情報入手

20.関連行政機関との連絡（行政への協力依頼）

21.透析機器メーカー，薬品メーカーへの連絡

22.災害時「救急治療」部門と亜救急的透析部門

との役割分担

23.その他の災害時情報システムについての認知度

第5章 日本透析医会の各都道府県支部における

災害時情報伝達の現況

1.情報収集システムの構築の有無

2.情報提供システムの構築の有無

3.都道府県防災計画での位置付け

4.過去の被災経験

5.過去の経験：情報収集システム

6.過去の経験：情報提供システム

第6章 終わりに
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透析医療における災害時情報伝達の現況についての

アンケート調査（2007年）報告

隈 博政 日本透析医会 常務理事

三角 宗近 九州大学病院 医療情報部助教

絹川 直子 九州大学病院 医療情報部助教

押田 榮一 災害時医療連絡協議会会長

杉崎 弘章 日本透析医会 専務理事

山� 親雄 日本透析医会 会長

研究要旨 平成19年10月，透析医療における災害時情報伝達の現況についてのアンケート調査を行

った．

慢性腎不全血液透析患者（以下，透析患者と省略）において，「治療を受けている透析施設が被害を

受けたかどうか，自分で病・医院へ問い合わせる．」が76.9％であり，災害対策の基本である「自助」

意識の高さが窺われた．しかし，その対策は十分とは言い難く，「災害時伝言ダイヤル171」の「伝言

の保存期間や件数上限を知っている」のは16.0％であった．「災害時伝言ダイヤル171」は医療機関か

らのお知らせという一方向の利用が有効と考えるが，この点を患者や職員に周知させておく必要がある．

携帯電話を「患者本人もしくは家族が持っている」割合は85.2％であり，携帯電話のメールアドレ

スを「患者本人もしくは家族が持っている」が60.7％であるにもかかわらず，メールの利用は6.7％

と極めて低かった．一斉連絡方法として携帯電話のメールが有用と考えられるが，今後利用率の向上

に努力が必要である．

日本透析医会会員において，1995年以降に血液透析療法を中断・延期・透析依頼をするような被災

が10.1％で経験されていた．災害に対する危機意識は高く，固定電話の災害時優先登録は66.8％でな

され，携帯電話メール利用も予定されていた．アマチュア無線の資格者がいるのは24.7％であった．

患者への連絡網は49.8％の施設にあり，42.6％で出来ていなかった．患者の固定電話・携帯電話の番

号をよく把握しているが，伝達訓練にはあまり利用されていなかった．

日本透析医会各支部において，透析施設の被災状況を把握するための情報収集システムを「都道府

県透析医会で作成している」が15支部（50％）あり，実際に被災経験がある13支部のうち8支部に

おいて透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集を都道府県透析医会が行っていた．

情報収集に用いる情報通信技術としては，固定電話やファックスおよび携帯電話と共にメール（携

帯電話・PC）も利用が予定されている．

地方自治体の防災担当部署との協力体制は14支部でできており，「書面連絡がある程度」の10支部

を含めると80％において何らかのコンタクトがあった．地方自治体からの働きかけの受け皿となる透

析医会（都道府県医師会の専門部会）が設立されていない都道府県では早急に設立し，地方自治体と

の協力体制の構築が望まれる．



第1章 はじめに

1.背景：災害時医療支援船構想と

災害時情報伝達システム

透析患者は生命維持のために週3回程度の定期的

な血液透析療法が必要である．災害時といえども治

療を中断するわけにはいかない．相次いで起こって

いる地震や風水害の都度，被災して血液透析を行え

なくなった透析施設の透析患者に対して他施設にお

ける支援透析が施行されてきた1～9）．

日本透析医会は災害対策が社団認可の必須条件で

もあり，設立以来，透析患者の「防ぎうる死をなく

す」ために，災害時透析医療対策に積極的に取り組

んできた10～12）．その一つに，1995年阪神淡路大震

災の教訓を基にして，平成17年度にスタートした

日本財団助成事業「災害時医療支援船構想の実現に

向けた調査・運用訓練の実施」がある．この中の

「災害時情報プロジェクト」としては「災害時情報

伝達システムの確立と整備」，「救出・搬送・治療・

供給の相互連絡情報」に取り組んだ13,14）．

その中で，災害時医療支援船と医療施設や患者と

の間の連絡・情報が重要であることが浮かび上がっ

た．

災害時における医療機関と透析患者側との間で必

要な情報伝達内容には，患者の安否確認，被災して

透析不可能となった施設名およびその代替透析施設

の紹介，代替透析施設の患者への透析時間変更の案

内，被災施設の透析再開案内などがある．そして，

それらの情報を収集し提供する為には，情報伝達シ

ステムが構築されていなければならない．また利用

する情報通信技術（Information&Communica-

tionTechnology;以下，ICTと略）への理解及び

習熟が要求される．

2.関連事項

2�1.災害時の輻輳と通信規制および

災害用伝言ダイヤル

1995年の阪神・淡路大震災では，関田15）による

と，情報収集・伝達に固定電話がある程度（81.4

％）使用できたが，輻輳による通話困難をきたし，

一人がずっとかかりきりでないと連絡が取れないと

いう状況であったため，非常時の情報伝達法の確保

が重要としている．

災害時には通信需要が急増し，交換機が機能しな

くなる（輻輳;電話が集中し繋がらなくなる現象）

ので，災害時優先電話，公衆電話の回線を優先的に

確保（優先回線）し，残りの回線を一般電話の利用

回線として発信・接続規制をかける．

一般利用者の輻輳した状況の緩和を図るため，

NTTは平成10年3月31日から「災害用伝言ダイ

ヤル」の提供を開始した16）．

2�2.患者への一斉連絡の必要性と

災害用伝言ダイヤルの限界

2005年の福岡県西方沖地震においては，固定電

話が災害時優先であるとはいえ，透析不能となった

施設および受け入れ施設ともに百数十名以上の患者

へ延々と連絡し続ける事になり，「患者への一斉連

絡方法」が必要であるという情報伝達上の教訓を得

た．この時は「NHKテレビのテロップ放送」が大

いに役立った．その後，医療機関と患者との連絡に

「災害用伝言ダイヤル171」の利用を各透析施設や

患者会に呼びかけたが，4月20日の4施設が被災

を受けた震度5強の大きな余震では，「災害時伝言

ダイヤル171」を利用できなかった．「災害時伝言

ダイヤル」の設定は，「震度6弱以上の地震発生時，

及び地震・噴火等の発生により，被災地へ向かう安

否確認のための通話等が増加し，被災地へ向けての

通話がつながりにくい状況（輻輳）になった場合」

にのみ，NTT側で提供開始するものであり，「登録

できる電話番号（被災地電話番号）は災害により電

話がかかりにくくなっている地域とし，エリアの設

定は，都道府県を単位」として行うものである．つ

まり，4月20日の震度5強の余震に際しては「災

害時伝言ダイヤル」が発動されなかったため，「災

害時伝言ダイヤル」を患者への一斉連絡に使用でき

なかったのである17）．台風や大雨など局地的な災害

の場合は患者への一斉連絡システムとして利用でき
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ない事が充分ありうる．

さらに，伝言保存期間は録音してから2日（48

時間）であり，伝言蓄積数は1電話番号あたり1～

10伝言であるため，患者や職員の安否確認には不

向きである．しかし，透析施設から患者への一方向

の「お知らせ」に用いることは有用であり，その

「お知らせ」が登録できるようにするためには，多

数の患者からの伝言を入れないことが重要である．

2�3.携帯電話の普及とメールの特性

情報伝達に用いる通信機器は時代と共に変化し，

平成18年度末時点における携帯電話の利用率は，

総務省のデータ（平成19年5月25日発表）では

20歳台で95.4％，30歳台で93.1％，40歳台で90.8

％，50歳台で82.3％，60歳台前半で67.0％，60歳

台後半で49.5％，70歳台で29.0％，80歳以上で9.7

％であり，男女別では男性で73.9％，女性で63.1

％であり，都市規模別では，特別区・政令指定都

市・県庁所在地で 75.5％，その他の都市で 69.7％

で，町村で60.3％であった．

1995年には携帯電話における通信規制はあまり

なかったが，その後携帯電話が普及するにつれ日

台18）が予測したように規制がかかるようになった．

回線をコネクション型で使用する音声通話と比べ

てノンコレクション型のパケット通信で使用するメ

ールは，災害時にも繋がりやすい．従来は，被災地

などで音声通話の通信量が増えて輻輳が発生した場

合，これにひきずられるかたちでパケット通信量も

制限されていた．そこで，NTTドコモは2004年4

月15日から，音声通話とパケット通信を別々にネ

ットワークコントロールするシステムを導入した．

音声通話とパケット通信を一括して管理せず，柔軟

にコントロールできるため，災害発生時など電話が

つながりにくい場合にも，メールが届くなどのメリ

ットがある．

2�4.厚生労働省課長通達および

都道府県透析医会

平成19年8月23日，厚生労働省健康局疾病対策

課長より日本医師会会長宛に，また厚生労働省医政

局指導課長・医政局経済課長・健康局疾病対策課長・

健康局水道課長・社会・援護局総務課長の連名で都

道府県衛生主管部（局）長および災害救助法主管部

（局）長宛に，「災害時の人工透析提供体制の確保に

ついて」の要請があった．その内容は，「いつでも

どこでも地震災害は起こり得る」ので，「災害時に

適切に人工透析を提供する事ができるようにするこ

とが重要」であり，「災害時の人工透析提供体制の

確保について求められる取組」として，「情報収集・

情報提供」，「水・医薬品等及び医療機関の確保」，

「患者の移送」，「避難場所・救護所等での対応」を

挙げている．さらに，管下市町村及び関係機関への

周知方を依頼している．また，この中で，都道府県

は日本透析医会及び地域医師会と連携しながらその

任を果たすよう求められている．これを受けて，平

成19年9月20日に日本医師会常務理事より都道府

県医師会担当理事宛に同様の要請がなされた．

しかし，各都道府県および各都道府県医師会まで

流れてきたこの通達を受け止める組織，つまり県医

師会の専門医（部）会としての透析医会が設立され

ていない県も多々あり，また，設立されていても，

災害対策に積極的に取り組んでいない県もある．

笛木等は，「危機管理システムには，防災システ

ム，情報システム，防災訓練の三要素が必須条件」

であり，「情報収集，情報の解析と操作，被災透析

患者の移送先決定まで調整されなくてはならず，そ

の為には防災システム構築においては，各県支部と

しての透析医会，災害対策委員会，災害対策本部の

設置が理想的な形である．」と述べている19）．

3.本研究のねらい

災害時における透析施設と透析患者との情報伝達，

各透析施設間の情報伝達の現況を把握し，今後の災

害時透析医療対策に資する目的で，「災害時の緊急

連絡体制」についてのアンケート調査を，①透析患

者，②透析施設の院内・災害対策担当者，③日本透

析医会の各都道府県支部長を対象として行うことと

した．
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4.このレポートについて

アンケート調査の概略報告を平成19年度事業報

告・講演会および日本透析医会雑誌で行ったが，こ

のレポートはアンケート調査の全データおよび透析

学的解析の詳細報告である．データについての考察

は，別稿20）を参照していただきたい．

第2章 アンケート調査対象と解析方法

平成19年10月にアンケート調査を行った．

1.透析患者

被災地県の患者として，新潟県刈羽総合病院153

人，石川県惠寿総合病院98人，兵庫県元町HDク

リニック97人，福岡県くま腎クリニック109人を

対象とした．また非被災地として東京都の2施設

（府中腎クリニック，八王子東町クリニック）256

人を対象とした．合計713人にアンケート調査を行

い，507人から回収することができた（回収率71.1％）．

年齢の全回答者数は459人で，その平均値±SD＝

61.7±12.2歳，性別の全回答者数は472人で，男性

302人（平均年齢は 60.5±12.1歳），女性 170人

（平均年齢が63.8±12.3歳）であった（図�1）．

解析には，分散分析，t検定，カイ2乗検定また

は正確検定を用いた．地域ごとに年齢に有意差はな

く（分散分析，p＝0.1844）男女の比率にも差は見

られなかった（カイ2乗検定，p＝0.4723）．

2.透析施設（日本透析医会会員施設）

日本透析医会の会員施設1,049施設にアンケート

調査を行い，542施設から回収できた（回収率51.7％）．

全設問の全項目について，選択された割合は「被

災経験の有無」による差があるのかどうか，また

NTT東日本エリアとNTT西日本エリアとで異な

るのか，さらには各都道府県の透析患者数による違

いがあるのかを検討した．各都道府県の透析患者数

については，患者数4,000人未満の都道府県に所在

する群（以下，A群と省略）と4,000人以上の都道

府県に所在している群（以下，B群と省略）の2群

間で比較を行った．

解析には，カイ2乗検定または正確検定を用いた．

3.日本透析医会の各都道府県支部

日本透析医会の各都道府県支部（主に各都道府県

透析医会で，透析医会が組織されていない支部では

各種研究会などが代行している場合がある．以下，

支部と省略）の支部長37人にアンケート調査を行

い，30支部から回収できた（回収率81.1％）．

全設問の全項目について，回答の割合が「被災経

験の有無」による差があるのかどうか，またNTT

東日本エリアとNTT西日本エリアとで異なるのか，

あるいは地方（北海道，東北，北陸，関東，東海，

近畿，中国，四国，九州）で異なるのかを検討した．

さらに，透析医会活動が都道府県の透析患者数によ

って異なる可能性を考慮し，患者数 4000人未満

（A群），4000人以上（B群）の2群間（それぞれ

15支部）でチェックありの割合に差があるかを検

定した．

解析には，分散分析，t検定，カイ2乗検定また

は正確検定を用いた．

第3章 透析患者における災害時情報

伝達の現況

透析患者に対するアンケート内容およびその結果

を �付録1�に示す．

1.被災経験の有無

「1995年阪神淡路大震災以降の被災経験の有無」

を図�2に示す．

被災経験を有する患者の比率は，東京都で2人
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図�1 患者の年齢



（1.3％），新潟県で70人（60.9％），石川県で21人

（36.8％），兵庫県で 42人（48.3％），福岡県で 18

人（18.2％）であり，地域により有意に異なった

（カイ2乗検定，p＜0.0001）．また，被災の有無と

年代（「50歳未満，50歳以上60歳未満，60歳以上

70歳未満，70歳以上」の4群に区分）には有意差

は見られなかった（カイ2乗検定，p＝0.0932）．

2.災害時の連絡体制についての不安

「地震などの災害時の連絡体制について，どう感

じておられますか？」という質問の結果を図�3に示す．

患者の不安の程度は地域で有意に異なった（カイ

2乗検定，p＜0.0001）．

「非常に不安」および「不安」の割合を地域別に

見ると，東京都で 50.3％（16.8％＋33.6％），新潟
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図�2 1995年阪神淡路大震災以降の被災経験の有無

図�3 地震などの災害時の連絡体制について，どう感じておられますか？



県で 55.7％ （27.8％＋27.8％）， 石川県で 47.4％

（17.5％＋29.8％），兵庫県で 47.1％（14.9％＋32.2

％），福岡県で31.3％（9.1％＋22.2％），であった．

「連絡体制に対する不安（非常に不安＋不安）」を

抱く患者の割合が高く，全体では47.0％であった．

3.透析施設の被災確認方法

「治療を受けている透析施設が被害を受けたかど

うかは，以下のどの方法で把握しますか？（複数回

答可）」という質問の結果を図�4に示す．

最も多かったのは③「自分で病・医院へ問い合わ

せる」（76.9％）であり，次いで②「病・医院から

の連絡がある」（49.5％），①「テレビ（ラジオ）等

マスコミからの情報」（48.1％）が多かった．これ

は，「自助」意識の高さや医療施設への信頼の高さ，

さらにはマスコミ情報への期待が表れていると考え

られる．一方，⑨「行政（地区市町村）に問い合せ

る」（19.3％），⑧「避難所へ行く，そこで情報をも

らう」（16.2％），④「患者同士で連絡をとる」

（12.8％）が低い割合で，行政の活動や患者同士の
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図�4 治療を受けている透析施設が被害をうけたかどうかは，どの方法で把握しますか？（複数回答可）

図�5 緊急時連絡リストについて（複数回答可）



連絡があまり期待されていない現状である．今後の

取り組みが望まれる．その他⑦「日本透析医会のホ

ームページで検索する」（5.3％），⑩「地区医師会

に問い合わせる」（4.7％），⑥「全腎協や地区の患

者会へ連絡する」（4.3％），⑤「介護者へ連絡をと

る」（4.1％）であった．

4.緊急時連絡先リスト

「緊急時連絡先リストについて（複数回答可）」と

いう質問の結果を図�5に示す．

（4）「緊急時連絡先リストを作っている」が73.6

％，（1）「必要な連絡先のメモは常に持っている」

が57.0％で，そのうちの半数以上が「全腎協の災

害用患者カード」であった．（2）「必要な連絡先の

メモを電話機の前に貼ってある」が27.6％，（3）

「必要な連絡先は携帯電話に記憶させてある」が

34.5％，であった．

「連絡先リストを作っている」割合は地域によっ

て有意に差があった（カイ2乗検定，p＝0.0237）．

しかし，年代によって連絡先リストを作っているか

どうかには有意差はみられなかった（カイ2乗検定，

p＝0.0505）．

5.透析施設からの連絡受け取り（本人）

「日常において，病・医院からの連絡を，ご自身

（患者）で受けることができますか？」という質問

の結果を図�6に示す．

①「できる」が86.6％，②「できない」が10.5

％，③「両方（仕事中はできない）」が0.4％であ

った．

①「できる」の割合に地域差はなかったが（正確

検定，p＝0.7293），年代では有意に差がみられ（正

確検定，p＜0.0001），50代で「できる」と答えた

人が91.7％ともっとも多く，70歳以上では79.3％

と最も少なかった．
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図�6 日常において，病・医院からの連絡を，ご自
身（患者）で受けることができますか？

図�7 日常において，病・医院からの連絡を，ご自身（患者）で受けることが「できない」場合，代わ
りに連絡ができる方がいますか？（複数回答可）

＊（1）～（5）すべてにチェックのないものを未回答とし，「いない」にチェックがないものを「いる」とみなした．



6.透析施設からの連絡受け取り（代理人）

「日常において，病・医院からの連絡を，ご自身

（患者）で受けることが出来ない場合（53人），代

わりに連絡ができる方がいますか？（複数回答可）」

という質問の結果を図�7に示す．

（5）「いる」が50人（94.3％），（1）「同居してい

る家族・親戚」が44人（83.0％），（2）「同居して

いない家族・親戚」が7人（13.2％），（3）「知人」

が1人（1.9％），（4）「それ以外の介護者」が5人

（9.4％），であった．

代わりに連絡ができる方の氏名と連絡方法を各透

析施設が常に把握しておく必要がある．

（1）に地域差は見られなかった（正確検定，p＝

0.0902）．また，年代による差も見られなかった（正

確検定，p＝0.7777）．（2）においても地域差は見ら

れなかった（正確検定，p＝0.6446）．これも年代によ

る差はなかった（正確検定，p＝1.0000）．（3）につ

いても地域，年代ともに差はなかった（それぞれ正

確検定，p＝0.2308，0.5490）．（4）についても地域

差，年代差は見られず（それぞれ正確検定，p＝

0.4728，0.3366），（5）についても，地域，年代で

有意差はなかった（それぞれ正確検定，p＝0.7104，

1.0000）．

7.災害用伝言ダイヤル171，災害用伝言サービス

「災害時には普通電話（固定電話）や携帯電話が

かかりにくくなります．固定電話の『災害用伝言ダ

イヤル171』，携帯電話各社の『災害用伝言サービ

ス』についてお答えください．」という質問の結果

を図�8に示す．

7�1.災害用伝言ダイヤル171の認知度

「固定電話の「災害用伝言ダイヤル171」を知っ

ていますか？」という質問では，①「はい」が298

人（58.8％）であった．この割合は地域で有意に異

なり（カイ2乗検定，p＜0.0001），東京・兵庫で非

常に高く，ついで福岡が高く，新潟・石川では低い

傾向が見られた．年代でも有意に異なり（カイ2乗

検定，p＝0.0004），年代が若い方が知っている割合

も高くなっていた．
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図�8 災害時には普通電話（固定電話）や携帯電話がかかりにくくなります．固定電話の「災害用伝言ダ
イヤル171」，携帯電話各社の「災害用伝言サービス」についてお答え下さい．（再掲20））



7�2.災害用伝言ダイヤル171の伝言保存期間

および件数上限

「固定電話の『災害用伝言ダイヤル171』を知っ

ている298人において，『情報の保存期間，件数上

限』があることを知っていますか？」という質問に

は，①「はい」が27.2％（507人の16.0％）であっ

た．この割合は地域で有意に異なり（カイ2乗検定，

p＝0.0223），東京と兵庫での割合が高かった．年代

による差は見られなかった（カイ 2乗検定，p＝

0.1596）．

7�3.災害用伝言ダイヤル171の体験利用

「固定電話の『災害用伝言ダイヤル171』を知っ

ている298人において，毎月1日に体験利用できる

ことを知っていますか？」という質問には，①「は

い」が51.0％（507人の30.0％）であった．この割

合は地域で有意に異なり（カイ 2乗検定，p＜

0.0001），東京と兵庫で知っている人の割合が高か

った．また，年代による有意差はなかった（カイ2

乗検定，p＝0.1596）．

7�4.災害用伝言サービスの認知度

「携帯電話各社の『災害用伝言サービス』につい

て知っていますか？」という質問では，①「はい」

が129人（25.4％）であった．この割合は地域で有

意に異なり（カイ2乗検定，p＝0.001），東京・福

岡で知っている人の割合が高く，新潟で割合が低い

傾向が見られた．また，年代で有意な差が見られ

（カイ2乗検定，p＜0.0001），年齢が高くなるにつ

れて知っている人の割合が低くなる傾向が見られた．

7�5.災害用伝言サービスの伝言保存期間

および件数上限

「携帯電話各社の『災害用伝言サービス』につい

て知っている129人において，『情報の保存期間，

件数上限』があることを知っていますか？」という

質問には，①「はい」が35.7％（507人の9.1％）

であった．この割合には地域差がなく（カイ2乗検

定，p＝0.4644），年代でも有意差は見られなかった

（カイ2乗検定，p＝0.3890）．

7�6.災害用伝言サービスの体験利用

「携帯電話各社の『災害用伝言サービス』につい

て知っている129人で，毎月1日に体験利用できる

ことを知っていますか？」という質問には，①「は

い」が41人（31.8％，507人の8.1％），②「いい

え」が79人（61.2％，507人の15.6％）であった．

①の割合は地域で有意に異なり（カイ2乗検定，

p＝0.0004），東京と兵庫で高い傾向が見られた．年

代ごとには有意差は見られなかった（カイ2乗検定，

p＝0.3033）．

8.携帯電話

「携帯電話についてお答えください」という質問

の結果を表�1，図�9に示す．
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表�1 携帯電話についてお答えください．

携帯電話 「携帯電話あり」の
うちメールアドレス

「携帯電話あり」の
うちメール利用

患者本人のみ有 74 60 12

本人，家族ともに有 231 132 5

家族のみ有 127 116 17

患者，家族ともに無 48 76 320

患者は無，家族については不明 7 15 0

家族は無，患者については不明 0 5 0

患者，家族ともに不明 20 28 78

合 計 507 432 432



8�1.携帯電話の所有率

「携帯電話を所有していますか？」という質問に

は，患者では①「あり」が60.2％であった．

患者本人の携帯電話の有無は年代で有意に差が見

られ（カイ2乗検定，p＜0.0001），年齢が高くなる

につれて所有率が下がった．また，患者本人の携帯

電話所有率の地域差を見ると，有意に異なり（カイ

2乗検定，p＝0.0014），新潟で48.2％と低く，次い

で石川（58.0％），東京（64.8％），福岡（68.4％），

兵庫（75.3％）の順で高かった．

また，家族の携帯電話所有については，①「あり」

が70.6％であった．

「患者本人のみ所有」は14.6％，「本人と家族共

に所有」は45.6％，「家族のみ所有」は25.0％で，

「患者本人もしくは家族が持っている」が85.2％で

あった．

患者本人の年代と家族の携帯電話保持の有無には

有意な関連はなく（正確検定，p＝0.9621），患者本

人の年齢とその家族が携帯電話を持っているかどう

かは関係ないといえる．

患者本人の携帯電話保持とその家族の携帯電話保

持との関連を検定すると，有意な関連が見られ（カ

イ2乗検定，p＝0.0015），携帯電話を家族が持って

いるほうが患者本人も携帯電話を持っていることが

多い傾向があった．

8�2.携帯電話のメールアドレスの所有率

メールアドレスについて，携帯電話を所有してい

る患者305人において，①「メールアドレスあり」

は62.6％（507人中37.7％）であった．

また，携帯電話を所有している家族358人におい

て，①「メールアドレスあり」は69.0％（507人中

48.7％）であった．

携帯電話を患者本人もしくは家族が所有している

432人において，メールアドレスを「患者本人のみ

所有」は60人（13.9％，507人中11.8％），「本人

と家族共に所有」は132人（30.6％，507人中26.0

％），「家族のみ所有」は116人（26.9％，507人中

22.9％）で，「患者本人もしくは家族が持っている」

が308人（71.3％，507人中60.7％）であった．

患者本人が携帯電話を持っている場合，メールア

ドレスを持っている人の割合が地域ごとに異なるか
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図�9 携帯電話についてお答え下さい（再掲20））



検定したところ，地域での有意差はなかった（カイ

2乗検定，p＝0.1308）．しかし，年代では有意差が

みられ（カイ2乗検定，p＜0.0001），年代が若いほ

どメールアドレスを持っている人の割合が多い傾向

であった．

家族が携帯電話を持っている場合，家族がメール

アドレスを持っていると答えた人の割合は地域によ

って有意差はなく（正確検定，p＝0.8986），年代で

は有意に差が見られた（正確検定，p＝0.0028）．

8�3.携帯電話メールの利用率

「携帯電話を持っている場合，メールを日常病院

との間で利用しているかどうか？」の質問には，携

帯電話を所有している患者305人において，「利用

している」は，5.2％（507人中3.2％）であった．

この割合は地域間で有意に差が見られ（正確検定，

p＝0.0045），福岡での「利用している」人の多さが

目立った．また，年代では差は見られなかった（正

確検定，p＝0.7118）．

また携帯電話を所有している家族358人において，

日常，メールを病院との間で「利用している」は，

5.9％（507人中4.1％）であった．この割合は地域

で有意に異なり（正確検定，p＝0.0316），兵庫県で

非常に高かった．年代でも有意に異なり（正確検定，

p＝0.0088），各年代で高い中，70歳以上で割合が

低いのが目立った．

「携帯電話を患者本人もしくは家族が所有してい

る」432人において，日常，メールを病院との間で

利用している割合は「患者本人のみ利用」は2.8％

（507人中2.4％），「本人と家族共に利用」は1.2％

（507人中 1.0％），「家族のみ利用」は 3.9％（507

人中3.4％）で，「患者本人もしくは家族が利用」

が7.9％（507人中6.7％）であった．

9.その他の災害時情報システムについての認知度

「以下の情報システム等について，知っています

か（名前程度でも可．複数回答可．）」という質問の

結果を図�10に示す．

①「広域災害・救急医療情報システム」が24.7

％，②「防災用無線システム」が28.2％，③「同

報無線」が10.7％，④「安否情報システム」が21.5

％であった．

10.災害時の通院手段

「災害時に公的交通機関が動かない場合，通院手

段がありますか？」という質問の結果を図�11に示
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図�10 情報システム等について，知っているものは？（複数回答可）



す．

①「ある」が82.7％（内訳は複数回答可で「車」

71.0％，バイク7.4％，自転車22.4％，徒歩35.7％），

②「ない」が13.4％であった．

交通手段の有無は，地域により有意に異なり（カ

イ2乗検定，p＝0.0023），交通手段がないと答えた

人が兵庫県で非常に多かった．

第4章 透析施設における災害時情報

伝達の現況

透析施設に対するアンケート内容およびその結果

を �付録2�に示す．

解析結果については，全設問のほとんどの項目に

おいて，選択された割合の「被災経験の有無」や

「NTT東日本エリアとNTT西日本エリア」あるい

は「各都道府県の透析患者数」による違いを認めな

かった．そこで，以下の文では，いくつかの有意差

が認められたものを中心に記述するにとどめる．

1.透析施設の被災経験の有無

過去（1995年以降）に血液透析療法を中断ある

いは延期・透析依頼するような被災を経験，あるい

は透析患者引き受けの経験の有無を調べた．「被災

経験有り」が55/542（10.1％）であり，その55施

設における被災経験の内容は「血液透析の中断」が

21/55，「延期」が11/55，「依頼」が8/55であった．

そして，40施設において「透析患者の引き受けの

経験」があった．

患者引き受けの経験は西日本の方に多かった（カ

イ2乗検定，p＝0.0114）．

2.危機意識の程度（図�12）

施設の対応として地震などの災害時の連絡体制全

般について，危機意識の程度を調べた．

（1）職員の安否確認については，「非常に不安」・

「不安」・「やや不安」を選択した施設はそれぞれ

155,240,120/542（28.6％,44.3％,22.1％）であ

った．同様に，（2）患者の安否確認については，そ

れぞれ 224,221,78/542（41.3％,40.8％,14.4％,

3.1％）であった．（3）ライフラインの被災情報入手

については，それぞれ199,211,112/542（36.7％,

38.9％,20.7％）であった．（4）透析施設間の連絡

体制については， それぞれ 134,205,163/542

（24.7％,37.8％,30.1％）であった．（5）関連施設

106

あ る 420

な い 68

未 回 答 19

合 計 507

車 バイク 自転車 徒歩

あ り 298 31 94 150

な し 116 383 320 264

未回答 6 6 6 6

合 計 420 420 420 420

図�11 災害時に公的交通機関が動かない場合，通院手段がありますか？（複数回答可）
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図�12 2.�危機意識の程度�施設の対応として地震などの災害時の連絡体制全般についてどう感じておられ
ますか？

非常に不安 不安 やや不安 不安はない 未回答 合計

職員の安否確認 155 240 120 24 3 542

患者の安否確認 224 221 78 17 2 542

ライフラインの被災情報入手 199 211 112 18 2 542

透析施設間の連絡体制 134 205 163 38 2 542

関連施設行政機関との連絡体制 160 223 133 24 2 542

震度3 4

震度4 13

震度5 90

震度6 21

震度6以上 3

未回答 10

合 計 141

必ず連絡してくるよう 172

病医院から連絡 77

参集基準に従って 141

検討中 93

まだ何もきめていない 56

未回答 2

合 計 541

図�13 3.�職員の安否確認：取り決め�



行政機関との連絡体制については，それぞれ160,

223,133/542（29.5％,41.1％,24.5％）であった．

3.職員の安否確認の取り決め（図�13）

医療スタッフの安否確認について，「必ず連絡し

て来るよう周知徹底している」が172/542（31.7％），

「当人は連絡できないかもしれないので病・医院か

ら連絡する」が77/542（14.2％），「『参集基準』に

従って参集することに決めている」が 141/542

（26.0％），「検討中である」が 93/542（17.2％），

「まだ何も決めていない」が56/542（10.4％）であ

った．「実際には不可能とわかった」という回答が

1件あった．

「参集基準に従って参集することに決めている」

141施設において，その参集基準は震度3が4/141

（2.8％）， 震度 4が 13/141（9.2％）， 震度 5が

90/141（63.8％），震度6弱が21/141（14.9％），震

度6強以上が3/141（2.1％）であった．

4.職員の安否確認（医療スタッフから透析施設

への連絡先）

医療スタッフの安否確認について，「必ず連絡し

て来るよう周知徹底している」場合（172施設）の

連絡先を調べた．106/172（75.2％）で指定してあ

り，「特に指定していない（医療機関へ連絡する）」

が56/172（39.7％），「その他」が7/172（5.0％），

未回答が3/172（2.1％）であった．指定している

連絡先は「院長」が44/172（25.6％），「所属部の

責任者」が88/172（51.2％），「事務長」が11/172

（6.4％）であった（一部に複数回答があり）．

5.職員の安否確認（医療スタッフから透析施設

への連絡方法）（図�14）

医療スタッフの安否確認について，「必ず連絡し

て来るよう周知徹底している」場合（172施設）の

情報伝達方法を調べた（複数回答可）．

「固定電話」が105/172（61.0％）で，「公衆電話」

が 45/172（26.2％）で，「携帯電話」が 116/172
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図�14 5.�職員の安否確認：医療スタッフから透析施設への連絡方法�「必ず連絡してくるよう周知徹底している」と
回答した場合，その方法は？（複数回答可）

固定電話 公衆電話 携帯音声 携帯メール 災害用伝言ダ
イヤル

携帯「災害用
伝言」

Web171など
メール

利用する 105 45 116 79 61 34 4

利用しない 44 104 33 70 88 115 143

未回答 23 23 23 23 23 23 25

合 計 172 172 172 172 172 172 172



（67.4％）で，「携帯電話（メール）」が 79/172

（45.9％）で，「災害用伝言ダイヤル171」が61/172

（35.5％）で，携帯電話「災害用伝言サービス」が

34/172（19.8％）で，「Web171などメールを方法

とする」が4/172（2.3％）であった．

「携帯電話（メール）」を方法とする割合は西日本

で有意に高かった（p＝0.0366）．また，A群で有意

に高かった（p＝0.0412）．

6.職員の安否確認（透析施設から医療スタッフ

への連絡方法）（図�15）

医療スタッフの安否確認について，「当人は連絡

できないかもしれないので病・医院から連絡する」

場合（77施設）の情報伝達方法を調べた（複数回

答可）．

固定電話が 59/77（76.6％），携帯電話が 50/77

（64.9％），アマチュア無線が1/77（1.3％），トラン

シーバが 2/77（2.6％），携帯電話（メール）が

27/77（35.1％），携帯電話各社の「災害用伝言板サ

ービス」が17/77（22.1％），衛星電話・衛星携帯

電話が1/77（1.3％）であった．

固定電話を選択した59施設のうち「災害時優先

である」が33/59（56.0％），携帯電話を選択した

50施設のうち「災害時優先である」が6/50（12.0

％）であった．

携帯電話の災害時優先登録をしている割合はA

群の方が高かった（正確検定，p＝0.0244）．

7.職員の安否確認（透析施設からの連絡時の

発信者）

医療スタッフの安否確認について，「当人は連絡

できないかもしれないので病・医院から連絡する」

場合（77施設）の発信者を調べた（複数回答可）．

医師が28/77（36.4％），看護師が28/77（36.4％），

臨床工学技士が 15/77（19.5％），事務職が 28/77

（36.4％），各部署の責任者で分担が21/77（27.3％），

その他が5/77（6.5％）であった．

8.透析施設の固定電話の災害時優先登録（図�16）

固定電話の災害時優先登録をしているのが
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固定電話 携帯電話 アマチュア無線 トランシーバ 携帯メール 携帯「災害用伝
言板サービス」

衛星電話・衛
星携帯電話

利用する 59 50 1 2 27 17 1

利用しない 12 20 69 68 44 54 70

未回答 6 7 7 7 6 6 6

合 計 77 77 77 77 77 77 77

図�15 6.�職員の安否確認：透析施設から医療スタッフへの連絡方法�．「当人は連絡できないかもしれないので病・医院
から連絡する」と回答した場合，その方法は？（複数回答可）



362/542（66.8％）であった．

固定電話の災害時優先登録をしている透析施設の

割合は，西日本のほうが有意に高かった（p＝0.0499）．

9.透析施設責任者の携帯電話の災害時

優先登録（図�16）

責任者（院長など）の携帯電話の災害時優先登録

がなされているのが105/542（19.4％）と低率であ

った．

10.アマチュア無線の資格者

アマチュア無線の資格者がいるのは 134/542

（24.7％）であった．

11.地域のアマチュア無線ボランティアとの

事前協議

「10.の答えが（1）はい，の場合，地域のアマチ

ュア無線ボランティアと災害時の協力について事前

に話し合いを行ったことがありますか？」という質

問に対して，「（1）はい」が 9/134（6.7％）で，

「（2）いいえ」が120/134（89.6％）であった．

アマチュア無線の資格者が24.7％の施設にいる

のに，地域のアマチュア無線ボランティアと災害時

の協力について事前に話し合ったのはそのうちのわ

ずか6.7％（9/134）であった．

12.患者への連絡体制（患者への連絡網）（図�17）

患者への連絡網（複数回答可）は，「透析施設側

で作成している」が270/542（49.8％）で，「患者

の会（腎友会）で作成している」が76/542（14.0

％）で，「都道府県透析医会で作成している」が

13/542（2.4％），「『災害時要援護者』として行政が

作成している」が5/542（0.9％），「できていない」

が231/542（42.6％）であった．

連絡網を「患者の会で作成している」割合は西日

本の方が有意に高く（p＝0.0298），また，A群にお

いて有意に高かった（p＝0.0171）．患者同士がまと

まりやすい小規模の透析施設が多いためではないか

と推察した．連絡網を「都道府県透析医会で作成し

ている」割合はB群の方が有意に高かった（正確
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図�16 8.�職員の安否確認：災害時優先の登録�

は い 362

い い え 168

未 回 答 12

合 計 542

は い 105

い い え 415

未 回 答 22

合 計 542



検定，p＝0.0457）．

13.患者への連絡体制（患者連絡網への発信者）

（図�18）

患者への連絡網を「透析施設側で作成している」

場合の発信者（複数回答可）は，看護師（71.9％）＞

臨床工学技士（52.2％）＞主治医（38.5％）＞事務

（33.7％）の順であった．これは日常業務において

患者へ連絡をとる頻度と同じではないかと考える．

発信者が「主治医」と答えた透析施設の割合は被

災経験有りの方が有意に高かった（p＝0.0429）．

14.患者への連絡（患者側の情報ツールの把握

および利用）（図�19）

患者側の固定電話について，「番号を把握してい

る」のは 499/542（92.1％），把握していないのが

13/542（2.4％），未回答が30/542（5.5％）であっ

た．固定電話を「日常臨床に利用している」のは

429/542（79.2％）で，「伝達訓練に利用している」

のは48/542（8.9％）であった．

患者側の携帯電話について，「番号を把握してい

る」のは 400/542（73.8％），把握していないのが

106/542（19.6％），未回答が36/542（6.6％）であ

った．携帯電話を「日常臨床に利用している」のは

334/542（61.6％）で，「伝達訓練に利用している」

のは44/542（8.1％）であった．

患者側の携帯電話のメールアドレスについて，

「把握している」のは31/542（5.7％），把握してい

ないのが446/542（82.3％），未回答が65/542（12

％）であった．携帯電話メールを「日常臨床に利用

している」のは14/542（2.6％）で，「伝達訓練に

利用している」のは13/542（2.4％）であった．

患者側のパソコンのメールアドレスについて，

「把握している」のは17/542（3.1％），把握してい

ないのが459/542（84.7％），未回答が66/542（12.2

％）であった．パソコンのメールを「日常臨床に利

用している」のは10/542（1.8％）で，「伝達訓練

に利用している」のは12/542（2.2％）であった．
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図�17 12.�患者への連絡体制：患者への連絡網�貴院の患者への連絡網がありますか？（複数回答可）（再掲20））

透析施設側で作成 患者の会（腎友会）
で作成

都道府県透析医会
で作成

「災害時要援護者」
として行政が作成 できていない

あ る 270 76 13 5 231

な い 262 456 518 527 300

未 回 答 10 10 11 10 11

合 計 542 542 542 542 542
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図�18 13.�患者への連絡体制：患者連絡網への発信者�貴院の患者への連絡を「透析施設側で作
成している」場合，発信者は誰ですか？（複数回答可）

主治医 看護師 臨床工学技士 事 務 その他

あ り 104 194 141 91 21

な し 163 72 125 176 246

未 回 答 3 4 4 3 3

合 計 270 270 270 270 270

図�19 14.�患者への連絡体制：患者側の情報ツールの把握および利用�患者側の情報ツールを把握していますか？ また日
常診療に利用したり，あるいは情報伝達訓練をしていますか？（再掲20））



患者側のパソコンのメールアドレスを把握してい

る割合は，被災経験のある施設の方が有意に高かっ

た（Fisherの正確検定，p＝0.0186）．

15.患者への連絡（輻輳時の情報伝達の手段）

（図�20）

固定電話や携帯電話が輻輳で使いにくい場合，貴

院の患者の安否確認にどの方法を用いるか（複数回

答可）を調べた．

「災害時優先固定電話」を用いると答えた透析施

設が245/542（45.2％），「災害時優先携帯電話」が

64/542（11.8％），「災害用伝言ダイヤル」が249/

542（45.9％）「携帯電話各社の災害用伝言板サービ

ス」が91/542（16.8％），「メール（携帯電話・パ

ソコン）」が61/542（11.3％），「行政（保健所・民

生委員など）に頼む」が87/542（16.0％），「衛星

電話・衛星携帯電話」が14/542（2.6％），「まだ検

討していない」が162/542（29.9％）であった．

「メール（携帯電話，パソコン）」を選んだ割合は，

西日本が有意に高かった（p＝0.0037）．「衛星電話・

衛星携帯電話」を選んだ割合は，東日本が有意に高

かった（正確検定，p＝0.00081）．

16.患者への連絡（情報伝達の手段：一斉連絡

方法）（図�21）

災害時に患者への一斉連絡が必要となることがあ

るが，その方法（複数回答可）を調べた．

「災害用伝言ダイヤル171」を使うと答えた透析

施設が256/542（47.2％），「災害用ブロードバンド

伝言板（Web171）」が 24/542（4.4％），「メール

（携帯電話・パソコン）」が58/542（10.7％），「行

政（保健所・民生委員など）に頼む」が 80/542

（14.8％），「マスメディア（NHKなどテレビ・ラジ

オ）に依頼する」が79/542（14.6％），「まだ検討

していない」が241/542（44.5％）であった．

「災害用伝言ダイヤル171」を選択する割合は，

西日本が有意に高かった（p＝0.0140）．

「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」を選

択する割合は，東日本が有意に高かった（p＝0.0105）．
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災害時優先
固定電話

災害時優先
携帯電話

「災害用伝
言ダイヤル
171」

携帯電話各社
の「災害用伝
言板サービス」

メール（携
帯電話・パ
ソコン）

行政（保健所･
民生委員など）
に頼む

衛星電話・
衛星携帯電
話

まだ検討し
ていない

あ り 245 64 249 91 61 87 14 162

な し 288 470 285 443 473 447 519 372

未 回 答 9 8 8 8 8 8 9 8

合 計 542 542 542 542 542 542 542 542

図�20 15.�患者への連絡体制：輻輳時の情報伝達の手段�災害時に固定電話や携帯電話が輻輳で使いにくい場合，貴院
の患者の安否確認に，以下のどの方法を用いることにしていますか？（複数回答可）



17.患者宅の位置把握

情報機器が使えない状況を想定し，患者宅の位置

を地図上で把握しているか否かを調べた．

「住居は地図上で把握している（全員）」が214/

542（39.5％），「住民は地図上で把握している（一

部の自力で動けない患者のみ）」が65/542（12％），

「GPSで確認している」が0/542（0％），「把握し

ていない」が249/542（45.9％），「未回答」は14/

542（2.6％）であった．

18.避難場所・集合場所の患者への連絡（図�22）

災害時に避難場所あるいは集合場所にいると考え

られる患者への連絡（複数回答可）を調べた．

「災害時優先固定電話を用いる」と答えた透析施

設は166/542（30.6％），「災害時優先携帯電話」が

66/542（12.2％），「公衆電話」が40/542（7.4％），

「アマチュア無線」が7/542（1.3％），「トランシー

バ」3/542（0.6％），「携帯メール」が39/542（7.2

％），「衛星電話・衛星携帯電話」が10/542（1.8％），

「行政に頼む」が132/542（24.4％），「現地にスタ

ッフを派遣する」が118/542（21.8％），「マスメデ

ィア（一般テレビ・ラジオ）に依頼する」が 77/

542（14.2％），「まだ検討していない」が 257/542

（47.4％）であった．

「公衆電話」「メール（携帯電話）」「現地にスタッ

フを派遣する」「マスメディア（一般テレビ・ラジ

オ）に依頼する」を選んだ割合は被災経験ありで有

意に高かった（正確検定，p＝0.0119，p＝0.0439，

p＝0.2897，p＝0.0223）．

「まだ検討していない」を選択する割合は，被災

経験の有無で統計学的に有意な差はなかったが，被

災経験ありの方が割合は低かった．また，2群間で

はA群の方が有意に高かった（p＝0.0285）．

19.ライフラインの被災情報入手（図�23）

ライフラインなどのインフラの被災状況の情報を

入手する方法（複数回答可）について調べた．

「マスメディア（一般テレビ・ラジオ）に依頼す

る」と答えた透析施設は390/542（71.9％），「行政

への問い合わせ（情報コーディネータの派遣を含む）」
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「災害用伝言ダ
イヤル171」

「災害用ブロー
ドバンド伝言板
（Web171）」

メール（携帯電
話・パソコン）

行政（保健所・
民生委員など）
に頼む

マスメディア
（NHK などテ
レビ・ラジオ）
に依頼する

まだ検討してい
ない

あ り 256 24 58 80 79 241

な し 279 511 476 454 456 295

未 回 答 7 7 8 8 7 6

合 計 542 542 542 542 542 542

図�21 16.�患者への連絡体制：情報伝達の手段；一斉連絡方法�災害時に貴院の患者への「一斉連絡」が必要とな
ることがありますが，どの方法を用いることにしていますか？（複数回答可）
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図�22 18.�避難場所・集合場所への連絡�災害時に避難場所あるいは集合場所にいると考えられる貴院の患者への連絡には，ど
の方法を用いることにしていますか？（複数回答可）

災害時優
先固定電
話

災害時優
先携帯電
話

公衆電話 アマチュ
ア無線

トランシ
ーバ

携帯電話
メール

衛星電話･
衛星携帯
電話

行政に頼
む

現地にス
タッフを
派遣する

マスメディア
（一般テレビ・
ラジオ）に依
頼する

まだ検討
していな
い

あ り 30.6％ 12.2％ 7.4％ 1.3％ 0.6％ 7.2％ 1.8％ 24.4％ 21.8％ 14.2％ 47.4％

な し 67.5％ 87.1％ 91.9％ 98.0％ 98.7％ 92.1％ 97.2％ 74.9％ 77.5％ 84.9％ 51.8％

未回答 1.8％ 0.7％ 0.7％ 0.7％ 0.7％ 0.7％ 0.9％ 0.7％ 0.7％ 0.9％ 0.7％

合 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

図�23 19.�ライフラインの被災情報入手�ライフラインなどのインフラの被災状況の情報を入手する場合，どの方
法を用いることにしていますか？（複数回答可）

マスメディア
（一般テレビ・
ラジオ）に依頼
する

行政への問い合
わせ（情報コー
ディネータの派
遣を含む）

地区医師会 地区透析医会ネ
ットワーク

日本透析医会ネ
ットワーク その他

あ り 390 375 150 257 198 14

な し 150 166 391 284 343 527

未 回 答 2 1 1 1 1 1

合 計 542 542 542 542 542 542



が 375/542（69.2％），「地区医師会」が 150/542

（27.7％），「地区透析医会ネットワーク」が257/542

（47.4％），「日本透析医会ネットワーク」が198/542

（36.5％），「その他」が14/542（2.6％）であった．

「行政への問い合わせ（情報コーディネータの派

遣を含む）」を選択する割合は，被災経験ありが有

意に高かった（p＝0.0146）．

「地区透析医会ネットワーク」を選択する割合は，

被災経験ありが有意に高かった（p＝0.0331）．また，

B群で有意に高かった（p＝0.0029）．

20.関連行政機関との連絡（行政への協力依頼）

緊急時の水・電気確保・患者移送等のために，警

察・消防・市町村災害対策本部・都道府県・郡市医

師会・都道府県透析医会・ライフライン各社・マス

コミ等の連絡先・電話番号（担当部門，担当者）の

連絡名簿を防災マニュアルに掲載し，あわせて壁な

ど目立つ場所に主要な連絡先を掲示する事が望まし

い．

これらの電話番号，担当者名を把握しているかど

うか，また事前に災害時の打ち合わせを行なったこ

とがあるかについて調べた．

警察署との連絡体制において，「担当部門の電話

番号を把握しているか」という問いに対して，「は

い」は 321/542（59.2％），「いいえ」は 206/542

（38.0％），未回答は15/542（2.8％）であった．そ

の「担当者の名前を把握しているか」という問いに

対して，「はい」は21/542（3.9％），「いいえ」は

466/542（86％），未回答は 55/542（10.1％）であ

った．警察署と「事前に災害時の打ち合わせを行な

ったことがあるか」という問いに対して，「はい」

は19/542（3.5％），「いいえ」は468/542（86.3％），

未回答は55/542（10.1％）であった．

警察署の「担当部門の電話番号を把握している」

を選んだ割合は，2群間で有意差があり（p＝0.0050），

4000人以上の群が高かった．

消防署との連絡体制において，「担当部門の電話

番号を把握しているか」という問いに対して，「は

い」は 369/542（68.1％），「いいえ」は 159/542

（29.3％），未回答は14/542（2.6％）であった．そ

の「担当者の名前を把握しているか」という問いに

対して，「はい」は 54/542（10％），「いいえ」は

431/542（79.5％），未回答は57/542（10.5％）であ

った．消防署と「事前に災害時の打ち合わせを行な

ったことがあるか」という問いに対して，「はい」

は84/542（15.5％），「いいえ」は401/542（74％），

未回答は57/542（10.5％）であった．

水道局との連絡体制において，「担当部門の電話

番号を把握しているか」という問いに対して，「は

い」は 323/542（59.6％），「いいえ」は 203/542

（37.5％），未回答は16/542（2.9％）であった．そ

の「担当者の名前を把握しているか」という問いに

対して，「はい」は42/542（7.7％），「いいえ」は

446/542（82.3％），未回答は 54/542（10％）であ

った．水道局と「事前に災害時の打ち合わせを行な

ったことがあるか」という問いに対して，「はい」

は55/542（10.1％），「いいえ」は432/542（79.7％），

未回答は55/542（10.1％）であった．

水道局の「担当部門の電話番号を把握している」

を選んだ割合は，被災経験の有無で有意差があり

（p＝0.0173），被災経験者が有意に高かった．また，

2群間で有意差があり（p＝0.0054），B群が高かっ

た．

電力会社との連絡体制において，「担当部門の電

話番号を把握しているか」という問いに対して，

「はい」は355/542（65.5％），「いいえ」は171/542

（31.5％），未回答は16/542（3％）であった．その

「担当者の名前を把握しているか」という問いに対

して，「はい」は 62/542（11.4％），「いいえ」は

423/542（78％），未回答は 57/542（10.5％）であ

った．電力会社と「事前に災害時の打ち合わせを行

なったことがあるか」という問いに対して，「はい」

は55/542（10.1％），「いいえ」は424/542（78.2％），

未回答は63/542（11.6％）であった．

電力会社の「担当者の名前を把握している」を選

んだ割合は，東日本・西日本で有意差があり（p＝

0.0430），西日本の方が有意に高かった．台風によ

る被害を受けやすいためではないかと考える．
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市町村災害対策担当部署との連絡体制において，

「担当部門の電話番号を把握しているか」という問

いに対して，「はい」は223/542（41.1％），「いい

え」は298/542（55％），未回答は21/542（3.9％）

であった．その「担当者の名前を把握しているか」

という問いに対して，「はい」は53/542（9.8％），

「いいえ」は 436/542（80.4％），未回答は 53/542

（9.8％）であった．市町村災害対策担当部署と「事

前に災害時の打ち合わせを行なったことがあるか」

という問いに対して，「はい」は55/542（10.1％），

「いいえ」は 430/542（79.3％），未回答は 57/542

（10.5％）であった．

都道府県・郡市医師会との連絡体制において，

「担当部門の電話番号を把握しているか」という問

いに対して，「はい」は360/542（66.4％），「いい

え」は161/542（29.7％），未回答は21/542（3.9％）

であった．その「担当者の名前を把握しているか」

という問いに対して，「はい」は103/542（19％），

「いいえ」は 385/542（71％），未回答は 54/542

（10％）であった．都道府県・郡市医師会と「事前

に災害時の打ち合わせを行なったことがあるか」と

いう問いに対して，「はい」は57/542（10.5％），

「いいえ」は 426/542（78.6％），未回答は 59/542

（10.9％）であった．

都道府県・郡市医師会の「担当者の名前を把握し

ている」を選んだ割合は，B群で有意に高かった

（p＝0.0324）．

都道府県透析医会との連絡体制において，「担当

部門の電話番号を把握しているか」という問いに対

して，「はい」は352/542（64.9％），「いいえ」は

165/542（30.4％），未回答は25/542（4.6％）であ

った．その「担当者の名前を把握しているか」とい

う問いに対して，「はい」は141/542（26％），「い

いえ」は346/542（63.8％），未回答は55/542（10.1

％）であった．都道府県透析医会と「事前に災害時

の打ち合わせを行なったことがあるか」という問い

に対して，「はい」は111/542（20.5％），「いいえ」

は 373/542（68.8％），未回答は 58/542（10.7％）

であった．

都道府県透析医会の「担当部門の電話番号を把握

している」を選んだ割合は，2群間で有意差があり

（p＝0.0115），4000人以上の群が高かった．

マスメディア（一般TV・ラジオ）との連絡体制

において，「担当部門の電話番号を把握しているか」

という問いに対して，「はい」は88/542（16.2％），

「いいえ」は 432/542（79.7％），未回答は 22/542

（4.1％）であった．その「担当者の名前を把握して

いるか」という問いに対して，「はい」は 13/542

（2.4％），「いいえ」は469/542（86.5％），未回答は

60/542（11.1％）であった．マスメディア（一般

TV・ラジオ）の担当者と「事前に災害時の打ち合

わせを行なったことがあるか」という問いに対して，

「はい」は 17/542（3.1％），「いいえ」は 466/542

（86％），未回答は59/542（10.9％）であった．

警察署，消防署，水道局，電力会社，都道府県・

郡市医師会，都道府県透析医会の災害対策担当部門

の電話番号を把握している割合は，いずれも50％

以上であった．一方，マスメディア（一般TV・ラ

ジオ）のそれは16.2％と低い割合であった．

21.透析機器メーカー，薬品メーカーへの連絡

「緊急時の医療機器・医薬品メーカー担当者・血

液センターなどの連絡先一覧がありますか？」の問

いに対して，「はい」は438/542（80.8％），「いい

え」は 94/542（17.3％），未回答は 10/542（1.9％）

であった．

22.災害時「救急治療」部門と亜救急的

透析部門との役割分担

「貴病院では災害時「救急治療」部門と亜救急的

透析部門との役割分担について十分話し合いができ

ていますか？」の問いに対して，「できている」は

101/542（18.6％），「できていない」は407/542（75.1

％），未回答は 34/542（6.3％）であった．

「できている」を選んだ割合は2群間で有意に異

なり（p＝0.0325），4000人以上の群で高かった．
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23.その他の災害時情報システムについての

認知度

「以下の情報システム等について，知っているも

のの□にレ印をお願いします．（名前程度でも可．

複数回答可．）」という問いに対して，広域災害・救

急医療情報システムについて「知っている」は

282/542（52％），防災用無線システムについて

「知っている」は185/542（34.1％），同報無線につ

いて「知っている」は38/542（7％），安否情報シ

ステムについて「知っている」は245/542（45.2％）

であった．

「防災用無線システム」を「知っている」割合に，

東日本・西日本によって有差な差があり（p＝0.0217），

東日本の方が高かった．

第5章 日本透析医会の各都道府県支部に

おける災害時情報伝達の現況

日本透析医会の各都道府県支部に対するアンケー

ト内容およびその結果を �付録3�に示す．

解析の結果は，ほとんどの項目において有意な差

を認めなかったので，以下の文中には主に有意差を

認めた項目について記述する．

1.情報収集システムの構築の有無

「貴都道府県では，透析医療施設の被災状況を把

握するための情報収集システムを構築していますか？

（複数回答可）」という質問の結果を図�24に示す．

（1）「都道府県透析医会で作成している」が15支

部（50％），（4）「日本透析医会災害時情報伝達・集

計専用ホームページ（以下，日透医災害HPと略）

を利用する」が 20支部（66.7％）であった．（2）

「大学（医局）が連絡して把握する」は3支部（10

％），（3）「患者の会（腎友会）で作成している」は

2支部（6.7％）であり，（5）「できていない」が5

支部（16.7％）であった．

（1）「都道府県透析医会で作成している」と（4）

「日透医災害HPを利用する」の両方をチェックし

ている支部は10支部（33.3％）（北海道・山形・石
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都道府県透析医
会で作成してい
る

大学（医局）が
連絡して把握す
る

患者の会（腎友
会）で作成して
いる

日本透析医会災
害情報伝達・集
計専用ホームペ
ージを利用する

できていない

あ り 15 3 2 20 5

な し 15 27 28 10 25

未 回 答 0 0 0 0 0

合 計 30 30 30 30 30

図�24 �情報収集システム�貴都道府県では，透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集システ
ムを，構築していますか？（複数回答可）（再掲20））



川・静岡・愛知・三重・兵庫・福岡・宮崎・鹿児島）

であり，両方にチェックをしている割合に被災経験

の有無で差があるかを正確検定で検定したところ，

有意差はなかった（p＝0.2256）．

災害の規模は様々なので，「日透医災害HP」の

みならず，迅速かつ臨機応変に活動できる都道府県

透析医会独自の情報収集システムも必要と考えるが，

（4）をチェックしていて（1）にチェックがない支

部が10支部（33.3％）あった．（4）をチェックし

ていて（1）にチェックしていない割合に被災経験

の有無で有意差はなかった（正確検定，p＝0.2256）．

（2）「大学（医局）が連絡して把握する」が3支

部あり，都道府県透析医会の情報収集システムが無

い地域では，透析施設（透析医）を連係するものと

して「大学（医局）」がその任を担っている，ある

いは期待されていると考えられる．5.�過去の経験・

情報収集システム�の設問においても，過去に被災

経験を有する13支部中8支部において都道府県透

析医会が被災情報収集に当たったが，2支部におい

ては「大学（医局）」が被災情報収集に当たっていた．

1�2.情報収集システムで利用する情報通信

技術（ICT）

「質問1.の答えが（1）（2）（3）の場合，利用す

る可能性のあるICTは？（複数回答可）」という質

問の結果を図�25に示す（18支部）．

（1）「固定電話」が16支部（88.9％），（2）「ファ

ックス」が15支部（83.3％），（3）「携帯電話」が11

支部（61.1％），（4）「公衆電話」が6支部（33.3％），

（5）「メール（携帯電話・PC）」が15支部（83.3％），

（6）「アマチュア無線」1支部（5.6％），（7）「トラ

ンシーバ」0支部，（8）「衛星電話・衛星携帯電話」

4支部（22.2％），（9）「その他」1支部であった．

1�3.日本透析医会災害時情報伝達・集計専用

ホームページへの代理入力

「質問1.の答えが（4）の場合，被災した病・医

院が被災状況を『日透医災害HP』に入力できない
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図�25 �情報収集システム�「都道府県透析医会で作成している」「大学（医局）が連絡して把握する」「患者の会（腎友会）で
作成している」の場合，利用する可能性のある情報伝達ツールは？（複数回答可）

固定電話 FAX 携帯電話 公衆電話
メール（携
帯 電 話 ・
PC）

アマチュア
無線

トランシー
バー

衛星電話・
衛星携帯電
話

その他

あ り 16 15 11 6 15 1 0 4 1

な し 2 3 7 12 3 17 18 14 17

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 18 18 18 18 18 18 18 18 18

あ り 5

な し 6

未 回 答 4

合 計 15



場合（20支部）は，代理入力はどこが担当しますか？

（複数回答可）」という質問の結果を図�26に示す．

（1）「近隣の入力可能な病医院」が8支部（40.0

％），（2）「都道府県透析医会で入力する」が5支部

（25.0％），（3）「大学（医局）」が1支部（5.0％），

（4）「臨機応変に対処する」が9支部（45.0％），（5）

「わからない・検討したことがない」が3支部（15.0

％）であった．

（2）「都道府県透析医会で入力する」にチェック

した割合は，B群に有意に高かった（正確検定，p＝

0.0441）．

1�4.情報収集システムの構築がなされていない

場合の理由

「質問1.の答えが（5）の場合，情報収集システ

ムができていない理由は？」という質問に対しての

回答は以下の通りである（5支部）．

（1）「現在検討中あるいは構築中である」が2支

部，（2）「必要性を感じない」が0支部，（3）「必要

性を感じるが，都道府県透析協会が活動していない」

が1支部，（4）「その他」が0支部，「未回答」が2

支部であった．

2.情報提供システムの構築の有無

「貴都道府県では，被災により透析不可能に陥っ

た医療施設名，および代替透析施設名を患者に広報

する情報伝達システムを構築していますか？（複数

回答可）」という質問の結果を図�27に示す．

（1）「都道府県透析医会で構築している」が9支

部（30.0％），（2）「大学（医局）が連絡して把握す

る」が2支部（6.7％），（3）「患者の会（腎友会）

で作成している」が2支部（6.7％），（4）「日透医

災害 HPを利用する」が 10支部（33.3％），（5）

「災害時要援護者として行政が患者への連絡網を作

成している」が1支部（3.3％），（6）「できていな

い」が12支部（40.0％）であった．

（1）「都道府県透析医会で構築している」にチェ

ックした割合は，B群において有意に高かった（正

120

近隣の入力可能な
病・医院

都道府県透析医会
で入力する 大学（医局） 臨機応変に対処す

る
わからない・検討
したことがない

あ り 8 5 1 9 3

な し 12 15 19 11 17

未 回 答 0 0 0 0 0

合 計 20 20 20 20 20

図�26 �情報収集システム�「日本透析医会災害情報伝達・集計専用ホームページを利用する」の場合，被災
した病・医院が被災状況を「日本透析医会災害情報ネットワーク災害時情報伝達・集計専用ページ」に
入力できない場合は，代理入力はどこが担当しますか？（複数回答可）
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図�27 �情報伝達システム�貴都道府県では，被災により透析不可能に陥った医療施設名および代替透析施設名を患
者に広報する情報伝達システムを，構築していますか？（複数回答可）

道府県透析医会
で構築している

大学（医局）が
連絡して把握す
る

患者の会（腎友
会）で作成して
いる

日本透析医会災
害情報伝達・集
計専用ホームペ
ージを利用する

「災害時要援護者」
として行政が患者
への連絡網を作成
している

できていない

あ り 9 2 2 10 1 12

な し 21 28 28 20 29 18

未 回 答 0 0 0 0 0 0

合 計 30 30 30 30 30 30

図�28 �情報伝達システム�「都道府県透析医会で構築している」「大学（医局）が連絡して把握する」「患者の会（腎友会）
で作成している」の場合，情報発信に利用する可能性のある情報伝達ツールは？（複数回答可）

固定電話 携帯電話 携帯メール アマチュア
無線

衛星電話・衛
星携帯電話 行政に頼む

マスメディア（一
般テレビ・ラジオ）
に依頼する

その他

あ り 9 8 8 1 3 2 2 0

な し 2 3 3 10 8 9 9 11

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 11 11 11 11 11 11 11 11



確検定，p＝0.0142）．

（1）と（4）の両方をチェックしているのは3支

部（10.0％）（愛知・兵庫・福岡）であり，被災経

験の有無で（1）と（4）の両方にチェックをしてい

る割合に差があるかを正確検定で検定したところ，

有意差はなかった．

（4）をチェックしていて（1）にチェックがない

のは7支部（23.3％）であり，被災経験の有無で，

（4）とチェックしていて（1）にチェックしていな

い割合に差があるかを正確検定で検定したところ，

有意差はなかった（p＝0.0927）．

2�1.情報提供システムで利用する情報通信

技術（ICT）

「質問2.の答えが（1）（2）（3）の場合，情報発

信に利用する可能性のあるICTは？（複数回答可）」

という質問の結果を図�28に示す（11支部）．

（1）「固定電話」が9支部（81.8％），（2）「携帯

電話」が8支部（72.7％），（3）「携帯メール」が8

支部72.7％），（4）「アマチュア無線」が1支部（9.1

％），（5）「衛星電話・衛星携帯電話」が3支部（27.3

％），（6）「行政に頼む」が 2支部（18.2％），（7）

「マスメディア（TV，ラジオ）に依頼する」が 2

支部（18.2％），（8）「その他」が0支部であった．

また，（1）「固定電話」と（2）「携帯電話」の回

答者には，同時に災害時優先登録の有無を尋ねた．

固定電話を利用する9支部中の災害時優先登録①

「あり」が7支部（77.8％）で，②「ない」が1支

部（11.1％），「未回答」が1支部であった．

携帯電話を利用する8支部中の災害時優先登録①

「あり」が3支部（37.5％）で，②「ない」が4支

部（50.0％），「未回答」が1支部であった．

3.都道府県防災計画での位置付け

「都道府県あるいは市町村の防災担当部署との協

力体制，あるいは交流が有りますか？」という質問

の結果を図�29に示す．

（1）「協力体制ができている」が14支部（46.7％），

122

図�29 �都道府県防災計画での位置�都道府県あるいは市町村の防災担当部署との協力体制，あるいは交流がありますか？
（再掲20））

情報伝達 患者移送 水の確保 電気の確保 医薬品の確保 その他

あ り 12 4 5 5 1 1

な し 2 9 8 8 12 12

未回答 0 1 1 1 1 1

合 計 14 14 14 14 14 14

協力体制ができている 14

書面連絡がある程度 10

何の連絡もない 4

未回答 2

合 計 30



（2）「書面連絡がある程度」が10支部（33.3％），

（3）「何の連絡もない」が 4支部（13.3％），（5）

「未回答」が2支部（6.7％）であった．

（1）「協力体制ができている」場合の内容（複数

回答可）は，14支部において①「情報伝達」が12

支部，②「患者移送」が4支部，「水の確保」5支

部，「電気の確保」が5支部，「医薬品の確保」が1

支部，「その他」が1支部であった．

4.過去の被災経験

「貴都道府県では，過去（1995年以降）に血液透

析療法を中断あるいは延期・代替依頼するような被

災の経験が有りますか？」という質問の結果を図�

30に示す．

（1）「被災経験あり」が13支部（43.3％）（兵庫，

広島，新潟，石川，宮崎，長崎，福岡，北海道，徳

島，宮城，愛知，岡山，高知），（2）「被災経験なし」

が16支部（53.3％），（3）「未回答」が1支部（3.3

％）であった．

（1）「被災経験あり」の13支部における被災の内

訳は，ア.「血液透析の中断」（5支部），イ.「延期」

（5支部），ウ.「依頼」（8支部）であった．

以下，質問5.～7.は，被災経験がある13支部に

よる回答である．

5.過去の経験・情報収集システム

「その時の被災状況を把握するための情報収集は？

（複数回答可）」という質問の結果を図�31に示す．

（1）「都道府県透析医会が行った」が8支部（61.5

％），（2）「大学（医局）が行なった」が2支部（15.4

％），（3）「患者の会（腎友会）が行なった」が0支

部，（4）「日透医災害HPを利用した」が1支部（7.7

％），（5）「何もできなかった」が2支部（15.4％）

であった．

5�1.過去の経験：情報収集システムで

利用した情報通信技術（ICT）

「質問5.の答えが（1）（2）（3）の場合（9支部），

利用したICTは？（複数回答可）」という質問の結

果を図�32に示す．（1）「固定電話」が9支部（100

％），（2）「携帯電話」が 6支部（66.7％），（3）

「FAX」が3支部（33.3％），（4）「公衆電話」が4

支部（44.4％），（5）「メール（携帯電話・PC）」が4

支部（44.4％），（6）「アマチュア無線」が 1支部

（11.1％），（7）「トランシーバ」が0支部，（8）「衛

星電話・衛星携帯電話」が0支部，（9）「その他」
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図�30 �過去の経験�貴都道府県では，過去（1995年以降）に血液透析療法を中断あるいは，延期・代替
依頼するような被災の経験がありますか？

あ り 13

な し 16

未 回 答 1

合 計 30

血液透析の中断 延 期 依 頼

あ り 5 5 8

な し 6 6 3

未 回 答 2 2 2

合 計 13 13 13
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図�31 �過去の経験：情報収集システム�被災経験：「有り」（13施設）：その時の被災状況を把握する他の情報
収集は？（複数回答可）

都道府県透析医会
が行った

大学（医局）が行
った

患者の会（腎友会）
が行った

日本透析医会災害情
報伝達・集計専用ホ
ームページを利用

何もできなかった

あ り 8 2 0 1 2

な し 5 11 13 12 11

合 計 13 13 13 13 13

図�32 �過去の経験：情報収集システム�被災経験：「有り」「都道府県透析医会が行った」「大学（医局）が行った」「患者の会
（腎友会）が行った」に該当する場合，利用した情報伝達ツールは？（複数回答可）

固定電話 携帯電話 FAX 公衆電話 メール（携帯
電話・PC）

アマチュア
無線

トランシー
バー

衛星電話・衛
星携帯電話 その他

あ り 9 6 3 4 4 1 0 0 0

な し 0 3 6 5 5 8 9 9 9

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 9 9 9 9 9 9 9 9 9



が0支部であった．

（1）「固定電話」を利用した9支部のうち，「固定

電話」が①災害時優先であったのは，3支部であり，

（2）「携帯電話」を利用した6支部のうち，①災害

時優先であったのが，2支部であった．（3）「FAX」

を利用した3支部すべて連絡の所定様式はなかった．

5�2.過去の経験：情報収集システム：日透医

災害HPへの代理入力

「質問5.の答えが（4）の場合，『日透医災害HP』

に被災した病・医院が被災状況を入力できなかった

場合は，代理入力はどこが担当しましたか？（複数

回答可）」という質問には，該当するのが 1支部

（新潟）で（1）「近隣の入力可能な病院」および

（3）「大学（医局）」との回答であった．

5�3.過去の経験：情報収集システム：情報

収集ができなかった理由

「質問5.の答えが（5）の場合（2支部），情報収

集ができなかった理由は？」との質問に，は1支部

が「都道府県透析医会が活動をしていなかった」，他

の1支部が「都道府県透析医会が情報収集システム

を検討中または構築中であった」との回答であった．

6.過去の経験：情報提供システム

「被災により透析不可能に陥った医療施設名およ

び代替透析施設名を患者に広報しましたか？（複数

回答可）」という質問の結果を図�33に示す．13支

部中（1）「都道府県透析医会が行なった」が5支部

（38.5％），（2）「大学（医局）が行なった」は無く，

（3）「患者の会（腎友会）が行なった」が1支部（7.7

％），（4）「日透医災害HPを利用した」が1支部

（7.7％），（5）「何もできなかった」が5支部（38.5

％）であった．未回答が1支部であった．

6�1.過去の経験：情報提供システムで

利用した情報通信技術（ICT）

「質問6.の答えが（1）（2）（3）の場合（5支部），
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図�33 �過去の経験：情報伝達システム�被災により透析不可能に陥った医療施設名および代替透析施設名を患者に広報し
ましたか？（複数回答可）

都道府県透析
医会が行った

大学（医局）
が行った

患者の会（腎
友会）が行っ
た

日本透析医会災害
情報伝達・集計専
用ホームページを
利用した

何もできなか
った

あ り 5 0 1 1 5

な し 7 12 11 11 7

未回答 1 1 1 1 1

合 計 13 13 13 13 13

マスメディアを用いた

個人ボランティアが行った

当該施設が行った

被災施設の担当者が個々に連絡

自院の電話から患者へ連絡



情報発信に利用したICTは？（複数回答可）」とい

う質問の結果は以下の通りであった．

（1）「固定電話」が5支部（100％），（2）「携帯電

話」が4支部（80.0％），（3）「メール（携帯電話）」

が1支部（20.0％），（4）「アマチュア無線」が1支

部（20.0％），（5）「衛星電話，衛星携帯電話」およ

び（6）「行政に頼んだ」は0支部，（7）「マスメデ

ィア（一般テレビ・ラジオ）」が2支部（40.0％），

（8）「その他」が1支部（20.0％）であった．

（1）「固定電話」を利用した5支部のうち①「災

害時優先である」と回答したのは2支部で，（2）

「携帯電話」を利用した4支部のうち①「災害時優

先である」と回答したのも2支部であった．

第6章 終わりに

アンケートデータに対する考察は，別稿20）で述べ

たが，ここで再度強調したいのは，災害対策に積極

的に取り組むためには，各都道府県透析医会を設立

し情報収集システムのみならず情報提供システムを

も構築することが重要である．各都道府県医師会お

よび地方自治体行政との協力が必要となるため，各

都道府県医師会の専門医（部）会であることが望ま

しい．そして，行政からの働きかけを待つ姿勢では

なく，各都道府県透析医会側からも積極的に働きか

けるべきだと考える．

各透析施設においては，院内で「災害対策マニュ

アル」を作成し，患者への連絡網を作成すること，

患者宅の位置や避難場所を把握しておくこと，透析

施設の固定電話および透析施設医師の携帯電話の災

害時優先登録をすること，定期的な模擬訓練を行う

こと，などが重要である．

ICTについては一斉連絡が必要となるが，「災害

時伝言ダイヤル171」は医療機関からのお知らせと

いう一方向の利用が有効と考えるが，この点を患者

や職員に周知させておく必要がある．

また，携帯電話の活用が有効と考えられるが，高

齢透析患者の比率が高い現状では高齢者にも扱い易

い機種の開発と繰り返し訓練を行うことが必要であ

る．携帯電話の利用としては，患者の34.5％で緊

急時連絡先リストを携帯電話に記憶させてあること

からも，連絡先のみならず血液型や簡単な透析条件，

禁忌薬などの情報を記憶させておけば，携帯電話が

有する「携帯」と「記録」と「情報伝達」という特

性が活かされる．

電話の輻輳時には携帯電話メールが有用であるが，

その訓練として，毎月1日に「災害用伝言ダイヤル

171」の訓練ができることを，パソコンから患者の

携帯電話へ一斉にメールで知らせ，併せて，突然起

こる災害に備えて普段から水分制限やカリウム制限

をきちんとしておくことの重要性を携帯メールで伝

えることもできる．

災害対策における携帯メールの利用例として，福

岡県総務局消防防災安全課がスタートさせた防災メ

ール「まもる君」がある．これは災害時の情報等を

メールで知らせてくれるもので，4つの機能つまり

①気象情報や災害時注意呼びかけ，②安否情報の問

い合わせとその安否を5人の知り合いへの配信，そ

して③市町村単位での地域安全情報の配信，④避難

支援（避難所，避難場所，徒歩帰宅者支援ステーシ

ョン，災害拠点病院，救急病院，救急診療所の施設

情報提供）がある．この②の機能における5人のう

ちの1人に透析施設のメールアドレスを登録してお

けば，患者の安否情報が透析施設のパソコンに自動

的に送られてくる．さらに，③の機能を利用して，

被災透析不能施設名の広報，代替透析施設名の案内，

被災透析不能施設の再開の案内を県透析医会が発信

できるようになった．このメールは同時にマスコミ

にも発信できる様になっている17,21）．同様に，和歌

山県でも2008年より透析患者の診療確保を目的と

して，災害時に診療状況を集約する既存の県のシス

テムを利用する形で，医療機関，患者・家族にメー

ル配信する事になった22）．

アマチュア無線の資格者がいる透析施設は 24.7

％であり，阪神・淡路大震災のような大災害，特に

災害時医療支援船が必要な場合では，固定電話や携

帯電話が使いにくい状況が充分に考えられるので，

1/4の施設にいるアマチュア無線の資格者を活かす

ことを考え，地域防災担当者とあらかじめ相談して
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いくことも重要と考える．

日透医災害HPの活用も強調しておきたい．過去

の被災経験での利用の程度は低いが，局地的な災害

で電話やファックスが使用できる時には，情報収集

しながら同時に被災透析施設の代替案を立案してい

くため，代替案策定後に県下および全国への広報や

後日の集計のために「日透医災害HP」を利用して

いたものと考える．新潟県の場合，短期間の間に2

度の地震に遭ったため，「日透医災害HP」への書

き込みが県下の会員から積極的になされ，対策本部

の情報収集に寄与したものと考える．毎年行われて

いる「日透医災害HP」の模擬訓練への参加がもっ

と多ければ，新潟県を除いた被災経験がある12支

部においても，積極的に利用されたのではないだろ

うか．

また，行政側もこの「日透医災害HP」を見てい

るし，かつ「日透医災害HP」による情報は「メー

リングリスト」で厚労省や各都道府県の防災担当者

にも配信されるので，行政への協力依頼が必要な大

災害時には威力を発揮すると考えられる．さらに，

「日透医災害HP」は透析患者側からも見ることが

出来る．

2つ以上の都道府県にわたる広域災害や，阪神淡

路大震災のような巨大地震時には有効な手段の一つ

と考えられる．その活用を患者に紹介することも必

要ではないだろうか．

また全腎協や地区の患者会の防災対策活動も活発

であり23），今後の連絡体制の一翼を担うためにも透

析医会との一層の連携が望まれる．

ご協力頂いた，新潟県刈羽郡総合病院の倉持元先

生，兵庫県元町HDクリニックの申曽洙先生，石

川県惠寿総合病院の斎藤靖人先生，全国腎臓病患者

連絡協議会，日本透析医会会員，各都道府県支部

（透析医会）支部長の先生方に感謝申し上げる．

このアンケート調査が患者会，各透析施設，各都

道府県での今後の取り組みの参考になれば幸いであ

る．
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129

血液透析を受けておられる患者様へ

日本財団助成事業「災害時医療支援船事業」

代表（日本透析医会会長） 山� 親雄

災害時情報プロジェクト 主査

（災害時医療連絡協議会会長） 押田 榮一

（公印省略）

「災害時の緊急連絡体制についてのアンケート」へのご協力お願い

謹啓 菊花の候，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます．

平素より腎不全医療に対する当会の活動にご理解を賜り，厚く御礼申し上げます．

さて，全国で大きな地震が相次いで起こり，当会といたしましても災害時医療対策を重要課題として

おります．その一つに，日本財団助成事業「災害時医療支援船構想の実現に向けた調査・運用訓練の実

施」を平成17年度にスタートさせました．これは都市部において災害後の救援体制を固めることによ

って災害弱者といわれる障害者の方々や慢性疾患患者様方などの「防ぎうる死」を無くすことを目的と

しています．この中の「災害時情報プロジェクト」といたしましては「災害時情報伝達システムの確立

と整備」，「救出・搬送・治療・供給の相互連絡情報」に取り組んでいます．三年目となった平成19年

度の活動計画では，災害時における透析施設と透析患者，透析施設と職員，透析施設間の連絡，あるい

は災害の規模によっては各都道府県透析医会と日本透析医会との連絡，行政との連絡などさまざまな情

報伝達の実態を把握し今後の災害時透析医療対策に資するため，アンケートを行う方針です．

つきましては，趣旨をご理解いただき，別添のアンケートについて，何卒ご協力くださいますようお

願い申し上げます．

謹白

※ データの統計処理がより正確になるように，設問の内容が解りにくい患者様の場合は医療スタッフの方々

に代筆をお願いして，ご提出のほどお願い申し上げます．



災害時の緊急連絡体制についてのアンケート（患者様用）

災害時の連絡体制についての現状を把握いたしたく，アンケートにご協力お願いいたします．該当する□にレ印

および（ ）内に記入をお願いします．

（ご本人が記入できないときは，ご家族あるいは透析施設の方に代筆のほどお願いいたします．）

1.1995年阪神淡路大震災以降の被災経験の有無

□ （1） 被災経験有り □ （2） 被災経験なし

�結果� 括弧（ ）内は％

2.地震などの災害時の連絡体制について，どう感じておられますか？

□ （1） 非常に不安

□ （2） 不安である

□ （3） 不安はない

□ （4） その時になってみないとわからない

�結果� 括弧（ ）内は％

3.治療を受けている透析施設が被害を受けたかどうかは，以下のどの方法で把握しますか？（複数回答可）

□ （1） テレビ（ラジオ）等マスコミからの情報

□ （2） 病・医院からの連絡がある

□ （3） 自分で病・医院へ問い合わせる

□ （4） 患者同士で連絡をとる

□ （5） 介護者へ連絡をとる

□ （6） 全腎協や地区の患者会へ連絡する

□ （7） 日本透析医会のホームページで検索する

□ （8） 避難所へ行く，そこで情報をもらう

□ （9） 行政（地区市町村）に問い合わせる

□ （10） 地区医師会に問い合わせる
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全体 東京 新潟 石川 兵庫 福岡

被災経験あり 153（30.2） 2（1.3） 70（60.9） 21（36.8） 42（48.3） 18（18.2）

被災経験なし 335（66.1） 145（97.3） 38（33.0） 33（57.9） 42（48.3） 77（77.8）

未 回 答 19（3.7） 2（1.3） 7（6.1） 3（5.3） 3（3.4） 4（4.0）

計 507（100） 149（100） 115（100） 57（100） 87（100） 99（100）

全体 東京 新潟 石川 兵庫 福岡

非常に不安 89（17.6） 25（16.8） 32（27.8） 10（17.5） 13（14.9） 9（9.1）

不 安 149（29.4） 50（33.6） 32（27.8） 17（29.8） 28（32.2） 22（22.2）

わからない 186（36.7） 61（40.9） 25（27.1） 17（29.8） 30（34.5） 53（53.5）

不安はない 64（12.6） 10（6.7） 20（17.4） 12（21.1） 10（11.5） 12（12.1）

未 回 答 19（3.7） 3（2.0） 6（5.2） 1（1.8） 6（6.9） 3（3.0）

合 計 507（100） 149（100） 115（100） 57（100） 87（100） 99（100）



�結果� 括弧（ ）内は％

4.緊急時連絡先リストについて（複数回答可）

□ （1） 必要な連絡先のメモは常に持っている

□ ① 全腎協の災害用患者カード □ ② その他

□ （2） 必要な連絡先のメモを電話機の前に貼ってある

□ （3） 必要な連絡先は携帯電話に記憶させてある

□ （4） 緊急時連絡先リストは作っていない

�結果� 括弧（ ）内は％

5.日常において，病・医院からの連絡を，ご自身（患者）で受けることができますか？

□ （1） できる □ （2） できない

�結果� 括弧（ ）内は％
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（1） （2） （3） （4） （5）

あ り 244（48.1） 251（49.5） 390（76.9） 65（12.8） 21（4.1）

な し 253（49.9） 246（48.5） 107（21.1） 432（85.2） 476（93.9）

未 回 答 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0）

合 計 507（100） 507（100） 507（100） 507（100） 507（100）

（6） （7） （8） （9） （10）

あ り 22（4.3） 27（5.3） 82（16.2） 98（19.3） 24（4.7）

な し 475（93.7） 470（92.7） 415（81.9） 399（78.7） 473（93.3）

未 回 答 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0） 10（2.0）

合 計 507（100） 507（100） 507（100） 507（100） 507（100）

必要な連絡先のメモは
常に持っている

必要な連絡先のメモを
電話機の前に貼ってある

必要な連絡先は携帯電
話に記憶させてある

緊急時連絡先リストを
作っていない

は い 289（57.0） 140（27.6） 175（34.5） 112（22.1）

い い え 196（38.7） 345（68.0） 310（61.1） 373（73.6）

未 回 答 22（4.3） 22（4.3） 22（4.3） 22（4.3）

合 計 507（100） 507（100） 507（100） 507（100）

全腎協の災害用患者カード 155（53.6）

その他 62（21.5）

両方持っている 12（4.2）

未回答 60（20.8）

合 計 289（100）

できる 439（86.6）

できない 53（10.5）

両方（仕事中はできない等） 2（0.4）

未回答 13（2.6）

合 計 507（100）



6.5.の回答が（2）の場合，代わりに連絡ができる方がいますか？（複数回答可）

□ （1） 同居している家族・親戚

□ （2） 同居していない家族・親戚

□ （3） 知人

□ （4）（1）（2）（3）以外の介護者

□ （5） いない

�結果� 括弧（ ）内は52人を分母とした％

7.災害時には普通電話（固定電話）や携帯電話がかかりにくくなります．

固定電話の「災害用伝言ダイヤル171」，携帯電話各社の「災害用伝言サービス」についてお答えください．

�結果� 括弧（ ）内は％

132

同居している
家族・親戚

同居していな
い家族・親戚 知 人 その他の

介護者 いない

は い 44（84.6） 7（13.5） 1（1.9） 5（9.6） 2（3.8）

い い え 8（15.4） 45（86.5） 51（98.1） 47（90.4） 50（96.2）

未 回 答 1 1 1 1 1

合 計 53 53 53 53 53

（1） 知っている
（2） 情報の保存期間，
件数上限があるこ
とを知っている

（3） 毎月 1日に体験
利用できることを
知っている

固定電話の

「災害用伝言ダイヤル171」

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

携帯電話各社の

「災害用伝言サービス」

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

固定電話 知っている
伝言171を「知っている」人
で，保存期間・件数に上限が
あることを知っている

伝言171を「知っている」人
で，体験利用があることを知
っている

は い 298（58.8） 81（27.2） 152（51.0）

い い え 172（33.9） 195（65.4） 128（43.0）

未 回 答 37（7.3） 22（7.4） 18（6.0）

計 507（100） 298（100） 298（100）

携帯電話 知っている
伝言サービスを「知っている」
人で，保存期間・件数に上限
があることを知っている

伝言サービスを「知っている」
人で，体験利用があることを
知っている

は い 129（25.4） 46（35.7） 41（25.4）

い い え 286（56.4） 75（58.1） 79（56.4）

未 回 答 92（18.1） 8（6.2） 9（7.0）

計 507（100） 129（100） 129（100）



8.携帯電話についてお答えください．

�結果� 括弧（ ）内は％

9.以下の情報システム等について，知っているものの前の□にレ印を記入してください．（名前程度でも可．複

数回答可．）

□ （1） 広域災害・救急医療情報システム注１）

□ （2） 防災用無線システム注２）

□ （3） 同報無線注３）

□ （4） 安否情報システム注４）

注1） 1995年の阪神淡路大震災の後，病医院がインターネット掲示板に受け入れ可能な患者数を入力する「広域災害・

救急医療情報システム」が各県に設置されました．

注2） 国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保を目的として，「防災用無線システム」

を構築しています．

注3） 過去に津波・水害などの大災害のあった地域，東海地震警戒地域，原子力発電所などの原子力関連施設近辺では，

住民に同報を行う放送（同報無線）があります．

注4） 災害用伝言ダイヤル，災害用ブロードバンド伝言板，IAA systemなど，災害時に電話がつながりにくい時に，

安否情報を伝達するシステムがあります．

�結果� 括弧（ ）内は％
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（1） 携帯電話 （2） メールアドレス
（3） 日常病院との間
でメールを利用

本 人
□ ① あり

□ ② なし

□ ① あり

□ ② なし

□ ① あり

□ ② なし

家 族
□ ① あり

□ ② なし

□ ① あり

□ ② なし

□ ① あり

□ ② なし

本 人 携帯電話の
所有

「携帯電話あり」のうち，メ
ールアドレス

「携帯電話あり」のうち，日
常病医院との間でメール利用

あ り 305（60.2） 191（62.6） 16（5.2）

な し 180（35.5） 95（31.1） 277（90.8）

未 回 答 22（4.3） 19（6.2） 12（3.9）

合 計 507（100） 305（100） 305（100）

家 族 携帯電話の
所有

「携帯電話あり」のうち，メ
ールアドレス

「携帯電話あり」のうち，日
常病医院との間でメール利用

あ り 358（70.6） 247（69.0） 21（5.9）

な し 90（17.8） 80（22.3） 302（84.4）

未 回 答 59（11.6） 31（8.7） 35（9.8）

合 計 507（100） 358（100） 358（100）

広域災害・救急医療
情報システム 防災用無線システム 同 報 無 線 安否情報システム

知っている 125（24.7） 143（28.2） 54（10.7） 109（21.5）

知 ら な い 379（74.8） 361（71.2） 450（88.8） 395（77.9）

未 回 答 3（0.6） 3（0.6） 3（0.6） 3（0.6）

合 計 507（100） 507（100） 507（100） 507（100）



10.その他

□ （1） 災害時に公的交通機関が動かない場合，通院手段がありますか？

□ ① ある（□ア.車 □イ.バイク □ウ.自転車 □ エ.徒歩）

□ ② ない

�結果� 括弧（ ）内は％

「ある」と答えた人に，その手段は？

□ （2） 何かご意見がありましたら，ご自由にお書きください

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

ご協力ありがとうございました．

患者様ご自身について（お差支えなければお願いします）

＊年齢：（ ）才 ＊性別：□ ①男・□ ②女 ＊透析歴：（ 年 月）

＊アンケート記入者：□ ① ご本人・□ ②代筆者

＊代筆の場合，その理由：□ ① 理解が困難 ・□ ② 手や目が不自由 ・□ ③ 面倒だから

・□ ④ その他（ ）
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あ る 420（82.8）

な し 68（13.4）

未 回 答 19（3.7）

合 計 507（100）

車 バイク 自転車 徒 歩

あ り 298（71.0） 31（7.4） 94（22.4） 150（35.7）

な し 116（27.6） 383（91.2） 320（76.2） 264（62.9）

未 回 答 6（1.4） 6（1.4） 6（1.4） 6（1.4）

合 計 420（100） 420（100） 420（100） 420（100）



�付録2�
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日本透析医会 施設会員 各位

院内・災害対策担当者 殿

日本財団助成事業「災害時医療支援船事業」

代表（日本透析医会会長） 山� 親雄

災害時情報プロジェクト 主査

（災害時医療連絡協議会会長） 押田 榮一

（公印省略）

「災害時の緊急連絡体制についてのアンケート」へのご協力依頼

謹啓 菊花の候，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます．

平素より腎不全医療に対する当会の運営にご協力を賜り，厚く御礼申し上げます．

さて，全国で大きな地震が相次いで起こり，当会といたしましても災害時医療対策を重要課題として

おります．その一つに，日本財団助成事業「災害時医療支援船構想の実現に向けた調査・運用訓練の実

施」を平成17年度にスタートさせました．これは都市部において災害後の救援体制を固めることによ

って災害弱者といわれる障害者や慢性疾患患者などの「防ぎうる死」を無くすことを目的としています．

この中の「災害時情報プロジェクト」といたしましては「災害時情報伝達システムの確立と整備」，「救

出・搬送・治療・供給の相互連絡情報」に取り組んでいます．三年目となった平成19年度の活動計画

では，災害時における透析施設と透析患者，透析施設と職員，透析施設間の連絡，あるいは災害の規模

によっては各都道府県透析医会と日本透析医会との連絡，行政との連絡などさまざまな情報伝達の実態

を把握し今後の災害時透析医療対策に資するため，アンケートを行う方針です．

つきましては，趣旨をご理解いただき，別添のアンケートについて，何卒ご協力くださいますようお

願い申し上げます． 謹白

※ 誠に勝手ながら，アンケートは11月30日までに日本透析医会までご郵送（着払にて）のほど，お願い申

し上げます．

※ アンケートの内容等のお問合せは，下記までお願いいたします．

医療法人くま腎クリニック 院長 隈 博政

〒812�0879 福岡市博多区銀天町2�2�3

TEL 092�575�3112 FAX 092�575�3116



「災害時の緊急連絡体制」についてのアンケート

災害時の緊急連絡体制についての現状を把握いたしたく，アンケートにご協力お願いいたします．該当する□に

レ印および記入をお願いします．

貴施設の所在地（ ）都・道・府・県

�施設の被災経験の有無�

1.過去（1995年以降）に血液透析療法を中断あるいは延期・透析依頼するような被災を経験，あるいは透析患

者引き受けの経験が有りますか？

□ （1） 被災経験有り

① （ ）年 ② 災害名（ 地震・水害など）

③ 経験の種類（□ア.血液透析の中断 □イ.延期 □ウ.依頼）

□ （2） 透析患者引き受けの経験あり

① （ ）年 ② 災害名（ 地震・水害など）

□ （3） 無し

�結果�

�危機意識の程度�

2.災害の規模，地域などの把握はマスメディア（テレビ等）に頼らなければなりませんが，個別の情報を得る

には電話が頼りです．しかし，災害時に電話も被災しますし，輻輳（大量の電話が短時間に一時的に集中した状

態）の為に「通信規制」もかけられます．そこで，施設の対応として地震などの災害時の連絡体制全般について，

どう感じておられますか？

（1） 職員の安否確認（□ ① 非常に不安 □ ② 不安 □ ③ やや不安 □ ④ 不安はない）

（2） 患者の安否確認（□ ① 非常に不安 □ ② 不安 □ ③ やや不安 □ ④ 不安はない）

（3） ライフラインの被災情報入手

（□ ① 非常に不安 □ ② 不安 □ ③ やや不安 □ ④ 不安はない）

（4） 透析施設間の連絡体制

（□ ① 非常に不安 □ ② 不安 □ ③ やや不安 □ ④ 不安はない）

（5） 関連行政機関との連絡体制

（□ ① 非常に不安 □ ② 不安 □ ③ やや不安 □ ④ 不安はない）
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あり （％） なし （％） 未回答 （％） 合 計

透析患者の引き受けの経験 40（7.4％） 497（91.7％） 5（0.9％） 542

被災経験 55（10.1％） 482（88.9％） 5（0.9％） 542

血液透析の中断 21（38.2％）

延 期 11（20.0％）

依 頼 8（14.5％）

未回答 15（27.3％）

合 計 55（100.0％）



�結果�

�職員の安否確認�

3.医療スタッフの安否

□ （1） 必ず連絡して来るよう周知徹底している

□ （2） 当人は連絡できないかもしれないので病医院から連絡する

□ （3）「参集基準」に従って参集することに決めている

この場合の基準は，

□ ① 震度3 □ ② 震度4 □ ③ 震度5 □ ④ 震度6弱 □ ⑤ 震度6強以上

□ （4） 検討中である

□ （5） まだ何も決めていない

�結果�

参集基準

4.上記3.の答えが（1）の場合，その連絡先は，

□ （1） 院長

□ （2） 所属部の責任者

□ （3） 事務長
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非常に不安 不 安 やや不安 不安はない 未回答 合 計

職員の安否確認 155（28.6％） 240（44.3％） 120（22.1％） 24（4.4％） 3（0.6％） 542

患者の安否確認 224（41.3％） 221（40.8％） 78（14.4％） 17（3.1％） 2（0.4％） 542

ライフラインの
被災情報入手

199（36.7％） 211（38.9％） 112（20.7％） 18（3.3％） 2（0.4％） 542

透析施設間の連
絡体制

134（24.7％） 205（37.8％） 163（30.1％） 38（7.0％） 2（0.4％） 542

関連施設行政機
関との連絡体制

160（29.5％） 223（41.1％） 133（24.5％） 24（4.4％） 2（0.4％） 542

必ず連絡してくるよう周知徹底している 172（31.8％）

病医院から連絡 77（14.2％）

参集基準に従って 141（26.1％）

検討中 93（17.2％）

まだ何もきめていない 56（10.4％）

未回答 2 （0.4％）

合 計 541（100.0％）

震度3 4 （2.8％）

震度4 13 （9.2％）

震度5 90（63.8％）

震度6 21（14.9％）

震度6以上 3 （2.1％）

未回答 10 （7.1％）

合 計 141（100.0％）



□ （4） 特に指定していない（医療機関へ連絡する）

□ （5） その他（ ）

�結果�

5.上記3.の答えが（1）の場合，その方法は（複数回答可）

□ （1） 固定電話 □ （2） 公衆電話

□ （3） 携帯電話（音声通話） □ （4） 携帯電話（メール）

□ （5） 災害用伝言ダイヤル171 □ （6） 携帯電話「災害用伝言サービス」

□ （7） Web171などメール

�結果�

6.上記3.の答えが（2）の場合，以下のどの方法を用いることにしていますか？（複数回答可）

□ （1） 固定電話（□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （2） 携帯電話（□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （3） アマチュア無線

□ （4） トランシーバ

□ （5） 携帯電話（メール）

□ （6） 携帯電話各社の「災害用伝言板サービス」

□ （7） 衛星電話・衛星携帯電話

注） 災害時優先電話：災害の救援，復旧や公共の秩序を維持するため，災害時に優先的に取扱うように，法律に基づい

てあらかじめ指定を受けている固定電話及び携帯電話．

病医院の固定電話については申請すれば優先扱いとなるが，携帯電話については電話会社や県によって対応が異な

っている．
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している していない その他 未回答 合 計

連絡先の指定 106（75.2％） 56（39.7％） 7（5.0％） 3（2.1％） 172

院 長 44（25.6％）

所属部の責任者 88（51.2％）

事務長 11（6.4％）

合 計 143 （一部に複数回答あり）

固定電話 公衆電話 携帯音声 携帯メール

利用する 105（61.0％） 45（26.2％） 116（67.4％） 79（45.9％）

利用しない 44（25.6％） 104（60.5％） 33（19.2％） 70（40.7％）

未回答 23（13.4％） 23（13.4％） 23（13.4％） 23（13.4％）

合 計 172（100.0％） 172（100.0％） 172（100.0％） 172（100.0％）

災害用伝言ダイヤル 携帯「災害用伝言」 Web171などメール

利用する 61（35.5％） 34（19.8％） 4 （2.3％）

利用しない 88（51.2％） 115（66.9％） 143（83.1％）

未回答 23（13.4％） 23（13.4％） 25（14.5％）

合 計 172（100.0％） 172（100.0％） 172（100.0％）



�結果�

固定電話 携帯電話

7.上記3.の答えが（2）の場合の発信者は，具体的には誰ですか？（複数回答？）

□ （1） 医師 □ （2） 看護師 □ （3） 臨床工学技士

□ （4） 事務職 □ （5） 各部署の責任者で分担

□ （6） その他（ ）

�結果�

8.貴院の固定電話は災害時優先の登録をしていますか？

□ （1） はい □ （2） いいえ
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固定電話 携帯電話 アマチュア無線 トランシーバ

利用する 59（76.6％） 50（64.9％） 1 （1.3％） 2 （2.6％）

利用しない 12（15.6％） 20（26.0％） 69（89.6％） 68（88.3％）

未回答 6 （7.8％） 7 （9.1％） 7 （9.1％） 7 （9.1％）

合 計 77（100.0％） 77（100.0％） 77（100.0％） 77（100.0％）

携帯メール 携帯「災害用伝言板
サービス」

衛星電話・衛星
携帯電話

利用する 27（35.1％） 17（22.1％） 1 （1.3％）

利用しない 44（57.1％） 54（70.1％） 70（90.9％）

未回答 6 （7.8％） 6 （7.8％） 6 （7.8％）

合 計 77（100.0％） 77（100.0％） 77（100.0％）

災害時優先である 33（55.9％） 災害時優先である 6（12.0％）

災害時優先でない 19（32.2％） 災害時優先でない 38（76.0％）

未回答 7（11.9％） 未回答 6（12.0％）

合 計 59（100.0％） 合 計 50（100.0％）

医 師 看護師 臨床工学技士

あ り 28（36.4％） 28（36.4％） 15（19.5％）

な し 40（51.9％） 40（51.9％） 52（67.5％）

未 回 答 9（11.7％） 9（11.7％） 10（13.0％）

合 計 77（100.0％） 77（100.0％） 77（100.0％）

事務職 各部署の責任者で分担 その他

あ り 28（36.4％） 21（27.3％） 5 （6.5％）

な し 40（51.9％） 47（61.0％） 62（80.5％）

未 回 答 9（11.7％） 9（11.7％） 10（13.0％）

合 計 77（100.0％） 77（100.0％） 77（100.0％）



�結果�

9.貴院の責任者（院長など）の携帯電話は災害時優先の登録がなされていますか？

□ （1） はい □ （2） いいえ

�結果�

10.貴院内にアマチュア無線の資格者がいますか？

□ （1） はい □ （2） いいえ

注） アマチュア無線は災害時や人命救助にも大いに活躍している．1995年の阪神・淡路大震災において交通網や通信回

線が寸断されたとき，早期に現地の被害状況を伝えたのはアマチュア無線であった．近く起こると言われている東海

大地震などの災害に備えて，各都道府県あるいは市町村など地方自治体では，JARLの支部や地元のアマチュア無線

クラブなどへ災害発生時の協力の要請ができるよう，協定を締結しているところがある．

�結果�

11.10.の答えが（1）の場合，地域のアマチュア無線ボランティアと災害時の協力について事前に話し合いを行

ったことがありますか？

□ （1） はい □ （2） いいえ

�結果�

�患者への連絡体制�

12.貴院の患者への連絡網がありますか？（複数回答可）

□ （1） 透析施設側で作成している
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は い 362（66.8％）

い い え 168（31.0％）

未 回 答 12 （2.2％）

合 計 542（100.0％）

は い 105（19.4％）

い い え 415（76.6％）

未 回 答 22 （4.1％）

合 計 542（100.0％）

は い 134（24.7％）

い い え 388（71.6％）

未 回 答 20 （3.7％）

合 計 542（100.0％）

は い 9 （6.7％）

い い え 120（89.6％）

未 回 答 5 （3.7％）

合 計 134（100.0％）



□ （2） 患者の会（腎友会）で作成している

□ （3） 都道府県透析医会で作成している

□ （4）「災害時要援護者」として行政が作成している

□ （5） できていない

�結果�

13.上記12.の設問の答えが（1）の場合，発信者は誰ですか？（複数回答可）

□ （1） 主治医 □ （2） 看護師 □ （3） 臨床工学技士

□ （4） 事務 □ （5） その他（ ）

�結果�

14.患者側の情報ツールを把握していますか？ また日常診療に利用したり，あるいは情報伝達訓練をしていま

すか？
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透析施設側で作成 患者の会（腎友会）
で作成

都道府県透析医会
で作成

「災害時要援護者」
として行政が作成 できていない

あ る 270（49.8％） 76（14.0％） 13 （2.4％） 5 （0.9％） 231（42.6％）

な い 262（48.3％） 456（84.1％） 518（95.6％） 527（97.2％） 300（55.4％）

未回答 10 （1.8％） 10 （1.8％） 11 （2.0％） 10 （1.8％） 11 （2.0％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

主治医 看護師 臨床工学技士 事 務 その他

あ り 104（38.5％） 194（71.9％） 141（52.2％） 91（33.7％） 21 （7.8％）

な し 163（60.4％） 72（26.7％） 125（46.3％） 176（65.2％） 246（91.1％）

未回答 3 （1.1％） 4 （1.5％） 4 （1.5％） 3 （1.1％） 3 （1.1％）

合 計 270（100.0％） 270（100.0％） 270（100.0％） 270（100.0％） 270（100.0％）

患者側の情報ツール （1） 把握している （2） 日常臨床に利用
している

（3） 伝達訓練に利用
している

固定電話番号
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

携帯電話番号
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

携帯電話のメールアドレス
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

パソコンのメールアドレス
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ



�結果�

固定電話番号

携帯電話番号

携帯電話のメールアドレス

パソコンのメールアドレス

15.災害時に固定電話や携帯電話が輻輳で使いにくい場合，貴院の患者の安否確認に，以下のどの方法を用いる

ことにしていますか？（複数回答可）

□ （1） 災害時優先固定電話

□ （2） 災害時優先携帯電話

□ （3）「災害用伝言ダイヤル171」

□ （4） 携帯電話各社の「災害用伝言板サービス」

□ （5） メール（携帯電話，パソコン）

□ （6） 行政（保健所，民生委員など）に頼む

□ （7） 衛星電話・衛星携帯電話

□ （8） まだ検討していない
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把握している 日常臨床に利用している 伝達訓練に利用している

は い 499（92.1％） 429（79.2％） 48 （8.9％）

いいえ 13 （2.4％） 57（10.5％） 423（78.0％）

未回答 30 （5.5％） 56（10.3％） 71（13.1％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

把握している 日常臨床に利用している 伝達訓練に利用している

は い 400（73.8％） 334（61.6％） 44 （8.1％）

いいえ 106（19.6％） 142（26.2％） 412（76.0％）

未回答 36 （6.6％） 66（12.2％） 86（15.9％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

把握している 日常臨床に利用している 伝達訓練に利用している

は い 31 （5.7％） 14 （2.6％） 13 （2.4％）

いいえ 446（82.3％） 408（75.3％） 406（74.9％）

未回答 65（12.0％） 120（22.1％） 123（22.7％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

把握している 日常臨床に利用している 伝達訓練に利用している

は い 17 （3.1％） 10 （1.8％） 12 （2.2％）

いいえ 459（84.7％） 412（76.0％） 403（74.4％）

未回答 66（12.2％） 120（22.1％） 127（23.4％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）



�結果�

�情報伝達の手段：一斉連絡方法�

16.災害時に貴院の患者への「一斉連絡」が必要となることがありますが，以下のどの方法を用いることにして

いますか？（複数回答可）

□ （1）「災害用伝言ダイヤル171」

□ （2）「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」

□ （3） メール（携帯電話，パソコン）

□ （4） 行政に頼む

□ （5） マスメディア（NHKなどテレビ，ラジオ）に依頼する

□ （6） まだ検討していない

�結果�

�患者宅の位置把握�

17.情報機器が使えない状況を想定し，患者宅の位置を地図上で把握していますか？

□ （1） 住居は地図上で把握している（全員）

□ （2） 住居は地図上で把握している（一部の自力で動けない患者のみ）

□ （3） GPSで確認している

□ （4） 把握していない
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災害時優先固定電話 災害時優先携帯電話 「災害用伝言ダイヤル171」
携帯電話各社の「災
害用伝言板サービス」

あ り 245（45.2％） 64（11.8％） 249（45.9％） 91（16.8％）

な し 288（53.1％） 470（86.7％） 285（52.6％） 443（81.7％）

未回答 9 （1.7％） 8 （1.5％） 8 （1.5％） 8 （1.5％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

メール（携帯電話・
パソコン）

行政（保健所・民生
委員など）に頼む

衛星電話・衛星携帯
電話 まだ検討していない

あ り 61（11.3％） 87（16.1％） 14 （2.6％） 162（29.9％）

な し 473（87.3％） 447（82.5％） 519（95.8％） 372（68.6％）

未回答 8 （1.5％） 8 （1.5％） 9 （1.7％） 8 （1.5％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

「災害用伝言ダ
イヤル171」

「災害用ブロー
ドバンド伝言板
（Web171）」

メール（携帯電
話・パソコン）

行政（保健所・
民生委員など）
に頼む

マスメディア（NHK
などテレビ・ラジオ）
に依頼する

まだ検討してい
ない

あ り 256（47.2％） 24 （4.4％） 58（10.7％） 80（14.8％） 79（14.6％） 241（44.5％）

な し 279（51.5％） 511（94.3％） 476（87.8％） 454（83.8％） 456（84.1％） 295（54.4％）

未回答 7 （1.3％） 7 （1.3％） 8 （1.5％） 8 （1.5％） 7 （1.3％） 6 （1.1％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）



�結果�

<避難場所・集合場所への連絡>

18.災害時に避難場所あるいは集合場所にいると考えられる貴院の患者への連絡には，以下のどの方法を用いる

ことにしていますか？（複数回答可）

□ （1）（災害時優先）固定電話 □ （2）（災害時優先）携帯電話

□ （3） 公衆電話 □ （4） アマチュア無線

□ （5） トランシーバ □ （6） メール（携帯電話）

□ （7） 衛星電話，衛星携帯電話 □ （8） 行政に頼む

□ （9） 現地にスタッフを派遣する

□ （10） マスメディア（一般テレビ・ラジオ）に依頼する

□ （11） まだ検討していない

�結果�

�ライフラインの被災情報入手�

19.ライフラインなどのインフラの被災状況の情報を入手する場合，以下のどの方法を用いることにしています

か？（複数回答可）

□ （1） マスメディア（一般テレビ・ラジオ）
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住民は地図上で把握している（全員） 214（39.5％）

住民は地図上で把握している（一部の自力で動けない患者のみ） 65（12.0％）

GPSで確認している 0 （0.0％）

把握していない 249（45.9％）

未回答 14 （2.6％）

合 計 542（100.0％）

災害時優先固定電話 災害時優先携帯電話 公衆電話 アマチュア無線

あ り 166（30.6％） 66（12.2％） 40 （7.4％） 7 （1.3％）

な し 366（67.5％） 472（87.1％） 498（91.9％） 531（98.0％）

未回答 10 （1.8％） 4 （0.7％） 4 （0.7％） 4 （0.7％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

トランシーバ 携帯電話メール 衛星電話・衛星携帯電話 行政に頼む

あ り 3 （0.6％） 39 （7.2％） 10 （1.8％） 132（24.4％）

な し 535（98.7％） 499（92.1％） 527（97.2％） 406（74.9％）

未回答 4 （0.7％） 4 （0.7％） 5 （0.9％） 4 （0.7％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

現地にスタッフを
派遣する

マスメディア（一般テレ
ビ・ラジオ）に依頼する まだ検討していない

あ り 118（21.8％） 77（14.2％） 257（47.4％）

な し 420（77.5％） 460（84.9％） 281（51.8％）

未回答 4 （0.7％） 5 （0.9％） 4 （0.7％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）



□ （2） 行政への問い合わせ（情報コーディネータの派遣を含む）

□ （3） 地区医師会

□ （4） 地区透析医会ネットワーク

□ （5） 日本透析医会ネットワーク

□ （6） その他（ ）

�結果�

�関連行政機関との連絡；行政への協力依頼�

20.緊急時の水・電気確保・患者移送等のために，警察・消防・市町村災害対策本部・都道府県・郡市医師会・

都道府県透析医会・ライフライン各社・マスコミ等の連絡先・電話番号（担当部門，担当者）を把握しています

か？（連絡名簿を防災マニュアルに掲載し，あわせて壁など目立つ場所に主要な連絡先を掲示する事が望ましい．）
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マスメディア（一
般テレビ・ラジオ）
に依頼する

行政への問い合わ
せ（情報コーディ
ネータの派遣を含
む）

地区医師会 地区透析医会ネ
ットワーク

日本透析医会ネ
ットワーク その他

あ り 390（72.0％） 375（69.2％） 150（27.7％） 257（47.4％） 198（36.5％） 14 （2.6％）

な し 150（27.7％） 166（30.6％） 391（72.1％） 284（52.4％） 343（63.3％） 527（97.2％）

未回答 2 （0.4％） 1 （0.2％） 1 （0.2％） 1 （0.2％） 1 （0.2％） 1 （0.2％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

連 絡 先 （1） 担当部門の電話番
号を把握している

（2） 担当者の名前を把
握している

（3） 事前に災害時の打
合せを行ったことが
ある

警察署
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

消防局
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

水道局
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

電力会社
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

市町村災害対策担当部署
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

都道府県・郡市医師会
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

都道府県透析医会
□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

マスメディア（一般テレ

ビ・ラジオ）

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ

□ ① はい

□ ② いいえ



�結果�

�透析機器メーカー，薬品メーカーへの連絡�

21.緊急時の医療機器・医薬品メーカー担当者・血液センターなどの連絡先一覧がありますか？

□ （1） はい □ （2） いいえ

�結果�
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警察署 消防署

担当部門の電話番
号を把握している

担当者の名前を把
握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

担当部門の電話
番号を把握して
いる

担当者の名前を
把握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

は い 321（59.2％） 21 （3.9％） 19 （3.5％） 369（68.1％） 54（10.0％） 84（15.5％）

いいえ 206（38.0％） 466（86.0％） 468（86.3％） 159（29.3％） 431（79.5％） 401（74.0％）

未回答 15 （2.8％） 55（10.1％） 55（10.1％） 14 （2.6％） 57（10.5％） 57（10.5％）

542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

水道局 電力会社

担当部門の電話番
号を把握している

担当者の名前を把
握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

担当部門の電話
番号を把握して
いる

担当者の名前を
把握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

は い 323（59.6％） 42 （7.7％） 55（10.1％） 355（65.5％） 62（11.4％） 55（10.1％）

いいえ 203（37.5％） 446（82.3％） 432（79.7％） 171（31.5％） 423（78.0％） 424（78.2％）

未回答 16 （3.0％） 54（10.0％） 55（10.1％） 16 （3.0％） 57（10.5％） 63（11.6％）

542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

市町村災害対策担当部署 都道府県・郡市医師会

担当部門の電話番
号を把握している

担当者の名前を把
握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

担当部門の電話
番号を把握して
いる

担当者の名前を
把握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

は い 223（41.1％） 53 （9.8％） 55（10.1％） 360（66.4％） 103（19.0％） 57（10.5％）

いいえ 298（55.0％） 436（80.4％） 430（79.3％） 161（29.7％） 385（71.0％） 426（78.6％）

未回答 21 （3.9％） 53 （9.8％） 57（10.5％） 21 （3.9％） 54（10.0％） 59（10.9％）

542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

都道府県透析医会 マスメディア（一般テレビ・ラジオ）

担当部門の電話番
号を把握している

担当者の名前を把
握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

担当部門の電話
番号を把握して
いる

担当者の名前を
把握している

事前に災害時の
打ち合わせを行
ったことがある

は い 352（64.9％） 141（26.0％） 111（20.5％） 88（16.2％） 13 （2.4％） 17 （3.1％）

いいえ 165（30.4％） 346（63.8％） 373（68.8％） 432（79.7％） 469（86.5％） 466（86.0％）

未回答 25 （4.6％） 55（10.1％） 58（10.7％） 22 （4.1％） 60（11.1％） 59（10.9％）

542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）

は い 438（80.8％）

い い え 94（17.3％）

未 回 答 10 （1.8％）

542（100.0％）



�その他�

22.貴病院では災害時「救急治療」部門と亜救急的透析部門との役割分担について十分話し合いができています

か？

□ （1） できている □ （2） できていない

�結果�

23.以下の情報システム等について，知っているものの□にレ印をお願いします．

（名前程度でも可．複数回答可．）

□ （1） 広域災害・救急医療情報システム注1）

□ （2） 防災用無線システム注2）

□ （3） 同報無線注3）

□ （4） 安否情報システム注4）

注1） 1995年の阪神淡路大震災の後，病医院がインターネット掲示板に受け入れ可能な患者数を入力する「広域災害・

救急医療情報システム」が各県に設置されました．

注2） 国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保を目的として，「防災用無線システム」

を構築しています．

注3） 過去に津波・水害などの大災害のあった地域，東海地震警戒地域，原子力発電所などの原子力関連施設近辺では，

住民に同報を行う放送（同報無線）があります．

注4） 災害用伝言ダイヤル，災害用ブロードバンド伝言板，IAA systemなど，災害時に電話がつながりにくい時に，

安否情報を伝達するシステムがあります．

�結果�

ご協力ありがとうございました．
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できている 101（18.6％）

できていない 407（75.1％）

未回答 34 （6.3％）

542（100.0％）

広域災害・救急医療情
報システム 防災用無線システム 同報無線 安否情報システム

知っている 282（52.0％） 185（34.1％） 38 （7.0％） 245（45.2％）

知らない 260（48.0％） 357（65.9％） 504（93.0％） 297（54.8％）

未回答 0 （0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％）

合 計 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％） 542（100.0％）



�付録3�
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（社）日本透析医会 各都道府県

�日本財団助成事業�
平成19年10月31日

支 部 長 各 位

日本財団助成事業「災害時医療支援船事業」

代表（日本透析医会会長） 山� 親雄

災害時情報プロジェクト 主査

（災害時医療連絡協議会会長） 押田 榮一

（公印省略）

「災害時の緊急連絡体制についてのアンケート」へのご協力依頼

謹啓 菊花の候，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます．

平素より腎不全医療に対する当会の運営にご協力を賜り，厚く御礼申し上げます．

さて，全国で大きな地震が相次いで起こり，当会といたしましても災害時医療対策を重要課題として

おります．その一つに，日本財団助成事業「災害時医療支援船構想の実現に向けた調査・運用訓練の実

施」を平成17年度にスタートさせました．これは都市部において災害後の救援体制を固めることによ

って災害弱者といわれる障害者や慢性疾患患者などの「防ぎうる死」を無くすことを目的としています．

この中の「災害時情報プロジェクト」といたしましては「災害時情報伝達システムの確立と整備」，「救

出・搬送・治療・供給の相互連絡情報」に取り組んでいます．三年目となった平成19年度の活動計画

では，災害時における透析施設と透析患者，透析施設と職員，透析施設間の連絡，あるいは災害の規模

によっては各都道府県透析医会と日本透析医会との連絡，行政との連絡などさまざまな情報伝達の実態

を把握し今後の災害時透析医療対策に資するため，アンケートを行う方針です．

つきましては，趣旨をご理解いただき，別添のアンケートについて，何卒ご協力くださいますようお

願い申し上げます．

謹白

※ 誠に勝手ながら，アンケートは11月30日までに日本透析医会までご郵送（着払にて）のほど，お願い申

し上げます．

※ アンケートの内容等のお問合せは，下記までお願いいたします．

医療法人くま腎クリニック 院長 隈 博政

〒812�0879 福岡市博多区銀天町2�2�3

TEL 092�575�3112 FAX 092�575�3116



災害時の緊急連絡体制についてのアンケート

災害時の連絡体制についての現状を把握いたしたく，アンケートにご協力お願いいたします．該当する□にレ印

および記入をお願いします．

貴支部の都道府県名（ ）都・道・府・県

�情報収集システム�

1.貴都道府県では，透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集システムを，構築していますか？（複

数回答可）

□ （1） 都道府県透析医会で作成している

□ （2） 大学（医局）が連絡して把握する

□ （3） 患者の会（腎友会）で作成している

□ （4） 日本透析医会災害時情報伝達・集計専用ホームページを利用する

□ （5） できていない

�結果�

＊ 1 北海道，宮城，山形，福島，石川，山梨，静岡，愛知，三重，兵庫，岡山，広島，福岡，宮崎，鹿児島の15支部

＊ 2 奈良，徳島，佐賀の3支部

＊ 3 福島，兵庫の2支部

＊ 4 北海道，青森，山形，千葉，新潟，石川，長野，岐阜，静岡，愛知，三重，大阪，兵庫，和歌山，徳島，高知，福

岡，大分，宮崎，鹿児島の20支部

＊ 5 秋田，徳島，長崎，熊本，大分の5支部

1�2 1.の答えが（1）（2）（3）の場合，利用する可能性のある情報伝達ツールは？

（複数回答可）

□ （1） 固定電話

□ （2） FAX（□ ① 所定様式あり □ ② 所定様式なし）

□ （3） 携帯電話

□ （4） 公衆電話

□ （5） メール（携帯電話・PC）

□ （6） アマチュア無線

□ （7） トランシーバ

□ （8） 衛星電話・衛星携帯電話
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都道府県透析医会
で作成している

大学（医局）が連
絡して把握する

患者の会（腎友会）
で作成している

日本透析医会災害
情報伝達・集計専
用ホームページを
利用する

できていない

あ り 15＊1 3＊2 2＊3 20＊4 5＊5

な し 15 27 28 10 25

未回答 0 0 0 0 0

合 計 30 30 30 30 30



□ （9） その他（ ）

�結果�

＊ 6 北海道，宮城，山形，福島，石川，山梨，愛知，三重，兵庫，岡山，広島，徳島，福岡，佐賀，宮崎，鹿児島の16

支部

＊ 7 北海道，宮城，山形，福島，石川，山梨，静岡，愛知，三重，兵庫，奈良，岡山，広島，徳島，福岡，佐賀，宮崎，

鹿児島の15支部

＊ 8 北海道，宮城，山形，山梨，愛知，三重，兵庫，岡山，福岡，佐賀，鹿児島の11支部

＊ 9 山梨，愛知，三重，兵庫，岡山，宮崎の6支部

＊10 北海道，宮城，山形，福島，石川，山梨，静岡，愛知，兵庫，奈良，岡山，広島，福岡，宮崎，鹿児島の15支部

＊11 山梨のみの1支部

＊12 宮城，福島，山梨，三重の4支部

＊13 宮城のみの1支部（MCA デジタル無線）

1�3 1.の答えが（4）の場合，被災した病・医院が被災状況を「日本透析医会災害情報ネットワーク 災害時

情報伝達・集計専用ページ」に入力できない場合は，代理入力はどこが担当しますか？（複数回答可）

□ （1） 近隣の入力可能な病・医院

□ （2） 都道府県透析医会で入力する

□ （3） 大学（医局）

□ （4） 臨機応変に対処する

□ （5） わからない，検討したことがない

�結果�

＊14 北海道，山形，長野，千葉，新潟，三重，兵庫，福岡の8支部

＊15 北海道，長野，大阪，兵庫，福岡の5支部

＊16 新潟のみの1支部

＊17 北海道，青森，新潟，岐阜，静岡，三重，兵庫，和歌山，大分の9支部

＊18 岐阜，宮崎，鹿児島の3支部

1�4.1.の答えが（5）の場合，情報収集システムができていない理由は？

□ （1） 現在，検討中あるいは構築中である

□ （2） 必要性を感じない
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固定電話 FAX 携帯電話 公衆電話
メ ー ル
（携帯電
話・PC）

アマチュ
ア無線

トランシ
ーバー

衛星電話・
衛星携帯電
話

その他

あ り 16＊6 15＊7 11＊8 6＊9 15＊10 1＊11 0 4＊12 1＊13

な し 2 3 7 12 3 17 18 14 17

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 18 18 18 18 18 18 18 18 18

近隣の入力可能な
病・医院

都道府県透析医会
で入力する 大学（医局） 臨機応変に対処す

る
わからない・検討
したことがない

あ り 8＊14 5＊15 1＊16 9＊17 3＊18

な し 12 15 19 11 17

未回答 0 0 0 0 0

合 計 20 20 20 20 20



□ （3） 必要性は感じるが，都道府県透析医会が活動していない

□ （4） その他（ ）

�結果�

＊19 秋田，長崎の2支部

＊20 大分

＊21 徳島，熊本の2支部

�情報伝達システム�

2.貴都道府県では，被災により透析不可能に陥った医療施設名および代替透析施設名を患者に広報する情報伝

達システムを，構築していますか？（複数回答可）

□ （1） 都道府県透析医会で構築している

□ （2） 大学（医局）が連絡して把握する

□ （3） 患者の会（腎友会）で作成している

□ （4） 日本透析医会災害時情報伝達・集計専用ホームページを利用する

□ （5）「災害時要援護者」として行政が患者への連絡網を作成している

□ （6） できていない

�結果�

＊22 北海道，宮城，福島，静岡，山梨，愛知，兵庫，岡山，福岡の9支部

＊23 奈良，佐賀の2支部

＊24 福島，兵庫の2支部

＊25 青森，山形，千葉，岐阜，大阪，兵庫，和歌山，高知，福岡，鹿児島の10支部

＊26 兵庫

＊27 秋田，新潟，石川，長野，三重，和歌山，広島，徳島，長崎，熊本，大分，宮崎の12支部

2�1.2.の答えが（1）（2）（3）の場合，情報発信に利用する可能性のある情報伝達ツールは？（複数回答可）

□ （1） 固定電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （2） 携帯電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （3） メール（携帯電話）

□ （4） アマチュア無線
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現在検討中あるいは構築中である 2＊19

必要性を感じない 0

必要性は感じるが，都道府県透析医会が活動していない 1＊20

その他 0

未回答 2＊21

都道府県透析医
会で構築してい
る

大学（医局）が
連絡して把握す
る

患者の会（腎友
会）で作成して
いる

日本透析医会災
害情報伝達・集
計専用ホームペ
ージを利用する

「災害時要援護者」
として行政が患者
への連絡網を作成
している

できていない

あ り 9＊22 2＊23 2＊24 10＊25 1＊26 12＊27

な し 21 28 28 20 29 18

未回答 0 0 0 0 0 0

合 計 30 30 30 30 30 30



□ （5） 衛星電話，衛星携帯電話

□ （6） 行政に頼む

□ （7） マスメディア（一般テレビ・ラジオ）に依頼する

□ （8） その他 （ ）

注） 災害時優先（携帯）電話：

災害の救援，復旧や公共の秩序を維持するため，災害時に優先的に取扱うように，法律に基づいてあらかじめ指定

を受けている固定電話及び携帯電話．

病・医院の固定電話については申請すれば優先扱いとなるが，携帯電話については電話会社や県によって対応が異

なっている．

�結果�

＊28 宮城，福島，山梨，愛知，奈良，兵庫，岡山，福岡，佐賀の9支部

＊29 北海道，山梨，愛知，奈良，兵庫，岡山，福岡，佐賀の8支部

＊30 北海道，宮城，静岡，愛知，兵庫，岡山，福岡，佐賀の8支部

＊31 山梨

＊32 宮城，福島，山梨の3支部

＊33 愛知，佐賀の2支部

＊34 福岡，佐賀の2支部

＊災害時優先登録の有無

固定電話

＊35 兵庫，福島，岡山，奈良，福岡，佐賀，山梨の7支部

＊36 愛知

携帯電話

＊37 山梨，岡山，福岡の3支部

＊38 愛知，兵庫，奈良，佐賀の4支部
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固定電話 携帯電話 携帯メール アマチュア
無線

衛星電話・
衛星携帯電
話

行政に頼む

マスメディア
（テレビ・ラ
ジオ）に依頼
する

その他

あ り 9＊28 8＊29 8＊30 1＊31 3＊32 2＊33 2＊34 0

な し 2 3 3 10 8 9 9 11

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 11 11 11 11 11 11 11 11

あ る 7＊35

な い 1＊36

未 回 答 1

合 計 9

あ る 3＊37

な い 4＊38

未 回 答 1

合 計 8



�都道府県防災計画での位置付�

3.平成19年8月23日付けで厚生労働省の医政局指導課長，医政局経済課長，健康局疾病対策課長，健康局水

道課長，社会・援護局総務課長の連名で，各都道府県の衛生主管部（局）長，災害救助法主管部（局）長宛に，

「災害時の人工透析提供体制の確保について」4点の取り組み（1.情報収集・情報提供，2.水・医薬品等及び医

療機関の確保，3.患者の移送，4.避難所・救護所等での対応）と，その体制作り，対応マニュアルの策定等や，

管下市町村及び医療機関への周知が依頼されました．

都道府県あるいは市町村の防災担当部署との協力体制，あるいは交流が有りますか？

□ （1） 協力体制ができている（①�⑥；複数回答可）

□ ① 情報伝達 □ ② 患者移送 □ ③ 水の確保

□ ④ 電気の確保 □ ⑤ 医薬品の確保 □ ⑥ その他（ ）

□ （2） 書面連絡がある程度

□ （3） 何の連絡もない

�結果�

＊39 北海道，福島，千葉，山梨，静岡，三重，大阪，兵庫，奈良，和歌山，岡山，広島，福岡，佐賀の14支部

＊40 青森，山形，新潟，長野，岐阜，愛知，徳島，長崎，大分，鹿児島の10支部

＊41 秋田，石川，熊本，宮崎の4支部

「協力体制がある」場合の内容

＊42 北海道，福島，千葉，山梨，静岡，三重，兵庫，和歌山，岡山，広島，福岡，佐賀の12支部

＊43 北海道，福島，千葉，岡山の4支部

＊44 福島，山梨，兵庫，奈良，岡山の5支部

＊45 福島，山梨，兵庫，奈良，岡山の5支部

＊46 岡山

＊47 大阪

�過去の経験�

4.貴都道府県では，過去（1995年以降）に血液透析療法を中断あるいは延期・代替依頼するような被災の経験

が有りますか？

□ （1） 被災経験有り

① （ ）年 ② 災害名（ 地震・水害など）

③ 経験の種類（□ア.血液透析の中断 □イ.延期 □ウ.依頼）

□ （2） 無し
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協力体制ができている 14＊39

書面連絡がある程度 10＊40

何の連絡もない 4＊41

未回答 2

合 計 30

情報伝達 患者移送 水の確保 電気の確保 医薬品の確保 その他

あ り 12＊42 4＊43 5＊44 5＊45 1＊46 1＊47

な し 2 9 8 8 12 12

未回答 0 1 1 1 1 1

合 計 14 14 14 14 14 14



※被災経験が有れば（4.の回答が（1）の都道府県は），以下の設問にお答えください．

※被災経験が無ければ（4.の回答が（2）の都道府県は），8.の設問へお進み下さい．

�結果�

＊48 北海道，宮城，新潟，石川，愛知，兵庫，岡山，広島，徳島，高知，福岡，長崎，宮崎の13支部

＊49 三重のみの1支部

被災の経験についてその内訳

＊50 北海道，宮城，新潟，兵庫，高知の5支部

＊51 北海道，宮城，新潟，兵庫，高知の5支部

＊52 北海道，石川，兵庫，広島，徳島，高知，福岡，長崎の8支部

＊53 愛知，岡山の2支部

�過去の経験：情報収集システム�

5.その時の被災状況を把握するための情報収集は？（複数回答可）

□ （1） 都道府県透析医会が行った

□ （2） 大学（医局）が行った

□ （3） 患者の会（腎友会）が行った

□ （4） 日本透析医会災害時情報伝達・集計専用ホームページを利用した

□ （5） 何もできなかった

�結果�

＊54 北海道，石川，愛知，兵庫，徳島，岡山，広島，福岡の8支部

＊55 新潟，石川の2支部

＊56 新潟のみの1支部

＊57 長崎，宮崎の2支部

5�1.5.の答えが（1）（2）（3）の場合，利用した情報伝達ツールは？（複数回答可）

□ （1） 固定電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）
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あ り 13＊48

な し 16

未 回 答 1＊49

合 計 30

血液透析の中断 延期 依頼

あ り 5＊50 5＊51 8＊52

な し 6 6 3

未回答 2＊53 2＊53 2＊53

合 計 13 13 13

都道府県透析医会
が行った

大学（医局）が行
った

患者の会（腎友会）
が行った

日本透析医会災害情報
伝達・集計専用ホーム
ページを利用した

何もできなかった

あ り 8＊54 2＊55 0 1＊56 2＊57

な し 5 11 13 12 11

合 計 13 13 13 13 13



□ （2） 携帯電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （3） FAX （□ ① 所定様式あり □ ② 所定様式なし）

□ （4）公衆電話

□ （5）メール（携帯電話・PC）

□ （6）アマチュア無線

□ （7）トランシーバ

□ （8）衛星電話・衛星携帯電話

□ （9） その他（ ）

�結果�

＊58 北海道，新潟，石川，愛知，兵庫，岡山，広島，徳島，福岡の9支部

＊59 北海道，新潟，愛知，岡山，徳島，福岡の6支部

＊60 北海道，愛知，兵庫の3支部

＊61 北海道，新潟，愛知，兵庫の4支部

＊62 北海道，新潟，石川，広島の4支部

＊63 北海道のみの1支部

災害時優先登録の有無

＊64 新潟，岡山，福岡の3支部

＊65 岡山，福岡の2支部

＊66 北海道のみの1支部

FAXの所定様式

5�2.5.の答えが（4）の場合，「日本透析医会災害情報ネットワーク 災害時情報伝達・集計専用ページ」に被

災した病・医院が被災状況を入力できなかった場合は，代理入力はどこが担当しましたか？（複数回答可）

□ （1） 近隣の入力可能な病・医院
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固定電話 携帯電話 FAX 公衆電話
メ ー ル
（携帯電
話・PC）

アマチュ
ア無線

トランシ
ーバー

衛星電話・
衛星携帯電
話

その他

あ り 9＊58 6＊59 3＊60 4＊61 4＊62 1＊63 0 0 0

な し 0 3 6 5 5 8 9 9 9

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 9 9 9 9 9 9 9 9 9

固定電話 携帯電話

災害時優先である 3＊64 2＊65

災害時優先でない 6 3

未回答 0 1＊66

合 計 9 6

所定様式 FAX

あ り 0

な し 3

未 回 答 0

合 計 3



□ （2） 都道府県透析医会

□ （3） 大学（医局）

□ （4） 日本透析医会災害情報ネットワーク担当者

□ （5） わからない

�結果�

＊67 新潟のみ，1支部が該当

5�3.5.の答えが（5）の場合，情報収集ができなかった理由は？

□ （1） 都道府県透析医会が活動していなかった

□ （2） 都道府県透析医会が情報収集システムを検討中または構築中であった

□ （3） 被災が大きすぎて都道府県透析医会が活動できなかった

□ （4） その他（ ）

�結果�

＊68 長崎

＊69 宮崎

�過去の経験：情報伝達システム�

6.被災により透析不可能に陥った医療施設名および代替透析施設名を患者に広報しましたか？（複数回答可）

□ （1） 都道府県透析医会が行った

□ （2） 大学（医局）が行った

□ （3） 患者の会（腎友会）が行った

□ （4） 日本透析医会災害時情報伝達・集計専用ホームページを利用した

□ （5） 何もできなかった

�結果�
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近隣の入力可能な
病・医院 都道府県透析医会 大学（医局） 日本透析医会災害情報

ネットワーク担当者 わからない

あ り 1＊67 0 1＊67 0 0

なし 0 1＊67 0 1＊67 1＊67

合 計 1 1 1 1 1

都道府県透析医会が活動をしていなかった 1＊68

都道府県透析医会が情報収集システムを検討中または構築中であった 1＊69

被災が大きすぎて都道府県透析医会が活動できなかった 0

その他 0

都道府県透析医会
が行った

大学（医局）が行
った

患者の会（腎友会）
が行った

日本透析医会災害情報
伝達・集計専用ホーム
ページを利用した

何もできなかった

あ り 5＊70 0 1＊71 1＊72 5＊73

な し 7 12 11 11 7

合 計 1 1 1 1 1

13 13 13 13 13



＊70 北海道，兵庫，岡山，徳島，福岡の5支部

＊71 北海道のみの1支部

＊72 石川のみの1支部

＊73 愛知，高知，広島，長崎，宮崎の5支部

6�1.6.の答えが（1）（2）（3）の場合，情報発信に利用した情報伝達ツールは？（複数回答可）

□ （1） 固定電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （2） 携帯電話 （□ ① 災害時優先である □ ② 災害時優先でない）

□ （3） メール（携帯電話）

□ （4） アマチュア無線

□ （5） 衛星電話，衛星携帯電話

□ （6） 行政に頼んだ

□ （7） マスメディア（一般テレビ・ラジオ）

□ （8） その他（ ）

�結果�

＊74 北海道，兵庫，岡山，徳島，福岡の5支部

＊75 北海道，岡山，徳島，福岡の4支部

＊76 北海道

＊77 岡山，福岡の2支部

＊78 兵庫

災害時優先かどうか

＊固定電話

＊79 岡山，福岡の2支部

＊携帯電話

＊80 岡山，福岡の2支部

＊81 北海道
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固定電話 携帯電話 携帯メール アマチュア
無線

衛星電話・衛
星携帯電話

行政に頼ん
だ

マスメディア
（一般テレビ・
ラジオ）

その他

あ り 5＊74 4＊75 1＊76 1＊76 0 0 2＊77 1＊78

な し 0 1 4 4 5 5 3 4

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 5 5 5 5 5 5 5 5

災害時優先である 2＊79

災害時優先でない 3

未回答 0

合 計 5

災害時優先である 2＊80

災害時優先でない 1

未回答 1＊81

合 計 4



7.被災を経験して，困ったこと，今後にむけての改善案などについてご意見・ご要望をお寄せ下さい．

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

8.その他ご意見があればお寄せ下さい．

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

ご協力ありがとうございました．
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首都圏プロジェクトのまとめ

■医療側より 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 秋葉 隆

■船舶側より 東京海洋大学海洋工学部 庄司邦昭

（座長） 日本透析医会専務理事 杉崎弘章
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関西圏プロジェクトのまとめ

■医療側より 日本透析医会 山川智之

■船舶側より 神戸大学大学院海事科学研究科 世良 亘

（座長） 日本透析医会兵庫県支部長 宮本 孝
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災害時情報プロジェクトのまとめ

■衛星携帯電話の利用と展望 東京海洋大学海洋工学部 庄司るり

■医療機関・患者との情報連絡 日本透析医会 隈 博政

（座長） 災害時医療連絡協議会会長 押田榮一
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今後の災害活動

■日本透析医会災害ネットワーク 日本透析医会災害時情報ネットワーク本部 武田 稔男

■災害対策マニュアルについて 日本透析医会災害時透析医療対策部会 赤塚東司雄

（座長） 日本透析医会災害時透析医療対策部会 戸澤 修平
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災害時医療支援船事業のまとめと今後の展望

■首都圏プロジェクト 日本透析医会 杉崎弘章

■海にも道がある 神戸大学大学院海事科学研究科 井上欣三

（座長） 日本透析医会常務理事 山川智之
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