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2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と，これに続発した福島原子力発電所の破壊事故は，われわれ
に「科学技術」の限界と大自然の猛威を知らしめた．福島原発事故に関する報道からの情報によれ
ば，事故の事後処理が後手後手に回ったため，被害が拡大した面があり，被害の拡大は科学技術に
よる弊害を「人の技」が抑え込めなかった結果とも言える．さらに，指揮系統が混乱したことも事
後処理の遅れの一因となったと推察され，「人の和」にも問題があったように思われる．

さて，わが国の透析療法の歴史は 40 年以上になった．この間，科学技術による透析治療の進歩
には目覚しいものがあり，黎明期と比べれば，効率的できわめて安全な透析治療が可能となってき
ている．ダイアライザの性能や生体適合性の向上，透析装置の自動制御や安全機構，透析液の改良
などに加え，最近では透析液を用いた血液回路の自動プライミングやオンライン血液濾過透析のよ
うな技術も加わり，透析患者の生命予後や QOL は格段に向上している．

除水量制御装置や自動血圧計を用いた透析療法により，透析看護師や臨床工学技士の労力が大幅
に軽減され，医療経済の逆風も重なって透析現場のスタッフ数が削減された．技術が成熟して高度
に自動化され，合理化が進んだ職場では，ちょっとした人為ミスが重大事故に繋がるといわれてお
り（畑中洋太郎著『失敗学のすすめ』2005），事例はスリーマイル島の原発事故にもみられる．今
日の透析医療はまさに，このような現場であり，人為ミスによる事故が散発している．

1970 年代の透析療法では，医師，看護師の「技」が当時の科学技術の粋である透析装置やダイ
アライザを使いこなして，安全な治療を提供していたといえる．一方，現在の透析療法は IT 技術
の進歩により，高度に自動制御された透析装置を使用している．このため，故障や誤操作の場合に
は，十分な知識と技術がないとトラブルに対処することが困難となっている．静電気や漏れ電流に
より透析装置内の IC 回路が干渉された結果による誤作動もまれながら存在する．また，現在使用
されているダイアライザの 90％ 以上が診療材料区分の 4, 5 型で，その性能はアルブミンが一部透
過するものである．水処理や透析液の水質管理が適正に行われない場合には，エンドトキシンなど
の汚染が患者体内に悪影響を及ぼす．このような環境においては，臨床工学技士の「技」が必要不
可欠となってきている．

他方，透析患者の高齢化，重症化に伴い，安全な透析医療には多くの目が必要であり，医師，看
護師，臨床工学技士，コメディカルの目を結集して患者の観察を行う必要があり，特に患者のケア
を担当する看護師の目は重要である．さらに，それぞれの目で得られた情報が共有される必要があ
り，これによって正しい判断と指示がなされる．これがチームワーク医療であり，患者を中心にし
た「人の和」であると考える．「地の利は人の和に如かず」（老子）ではないが，「科学技術の利は
人の和に如かず」といえるのではないであろうか．

巻　頭　言

科学技術と人の技，人の和

（社）日本透析医会

常務理事　篠田俊雄　　　　



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 3　2011376

今回の大災害後に頭に浮かんだ私の雑感を巻頭言とさせていただいた．日本透析医会は今回の災
害にさいして，福島から避難された透析患者や，被災された地域の透析施設や患者会への支援活動
を少しばかりお手伝いしたことを，この場を借りて報告させていただく．最後に，亡くなられた
方々のご冥福をお祈りするとともに，被災された方々に心からのお見舞いを申し上げる．
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要　旨

我が国の透析患者における C 型ウイルス肝炎の罹
患率は，年々低下しているものの，2007 年末で 9.84

％ と一般人口からみると極端に高い．これは，過去
の汚染された売血の大量輸血の影響という歴史的な遺
産があるだけでなく，観血的治療による院内感染の結
果である．我々は，日本透析医学会学術委員会のガイ
ドライン作成ワーキンググループとして，C 型ウイル
ス肝炎診断治療予防ガイドラインの作成にあたった．
本稿では，このガイドラインの全容を紹介する．透析
施設の C 型肝炎院内感染対策は，①絶え間ないスタ
ッフ教育による標準予防法の遵守，②充分なベッド間
隔，ベッド固定，スタッフ固定，プレフィルドシリン
ジ，感染サーベイなどの採用と実施（HCV に対する
感染制御予防策），③透析導入前からの HCV 持込み
の防止，④PEG-IFN 療法など既感染透析患者からの
ウイルス排除，の四つの対策を組み合わせることで実

現できる．透析医学会のこのガイドラインが広く利用
されて，肝炎撲滅の日も近いものと期待される．

はじめに

ガイドライン作成の目的は次のように言える．慢性
透析患者は

①　透析患者は HCV 感染率が高い（図 1）
②　HCV 感染透析患者は非感染患者より予後不良

である（図 2）1）

③　HCV 感染予防ないし診断治療により予後改善
が期待できる

との 3 点から慢性透析患者にとって，HCV 感染の予
防・診断・治療が診療上の重要な課題であることは自
明である．

そこで，日本透析医学会の秋澤忠男理事長，平方秀
樹学術委員長の指示で，友雅司ガイドライン作成委員
長の指導のもと，「透析医や腎臓内科医が，肝臓専門
医と連携しながら，透析施設で C 型慢性肝炎の治療

透析医療における Current Topics 2011

ウイルス肝炎の話題
――　日本透析医学会「透析患者の C 型ウイルス肝炎治療ガイドライン｣ の刊行　――

秋葉　隆
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

key words：C 型ウイルス肝炎，ガイドライン，院内感染，インターフェロン，肝がん

Recent advance of HCV infection : Guidelines for the Treatment of Hepatitis C Virus Infection in Dialysis Patients
Department of Blood Purification, Kidney Center Tokyo Women’s Medical University
Takashi Akiba

図 1　透析患者と一般人口の HCV 抗体陽性率
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や管理を行えるガイドライン」を作成することとなっ
た．この作成にあたって，①対象患者は慢性透析患者，
②ガイドラインを使用する対象は透析施設の担当医と
した．ただし，肝臓専門医が透析患者でのインターフ
ェロン投与量や開始・減量基準などを参考にできるよ
うに作成することとなり，2009 年（平成 21 年）1 月
6 日，第 1 回透析患者における C 型肝炎治療ガイドラ
イン作成委員会が開催され策定に着手した．

これに先立つ，2008 年 4 月，KDIGO は KDIGO 自
身 に よ る 初 め て の ガ イ ド ラ イ ン「KDIGO Clinical 

Practice Guidelines for the Prevention, Diagnosis, Eval-

uation, and Treatment of Hepatitis C in Chronic Kidney 

Disease」を Kidney International 誌に発表した2）．こ
れ は Michel Jadoul と David Roth に 指 導 さ れ た，全
107 頁にわたる力作で，①CKD 患者の HCV の検出と
その評価，②HCV 感染 CKD 患者の治療，③透析室に
おける HCV 感染予防，④腎移植前後の HCV 感染患
者の治療，⑤HCV 関連腎症の診断と治療，の 5 部に
わたり記載されたガイドラインである．ここには，保
存期 CKD から透析患者，さらに移植患者を対象に，
診断・治療・予防に渡って記載されている．ISN はこ
れを受けて，ISN メンバーに周知するとともに，必ず
しも強いエビデンスに基づいていない内容も含むので，
各国，地域，施設における実情を考慮したうえで適応

（implantation）することを推奨した．
そこで，C 型肝炎治療ガイドライン作成ワーキング

グループは，透析専門医と HCV 肝炎専門医の協力を
得て，ガイドラインを KDIGO の項目を参考に，透析

患者の HCV 感染の，①診断，②治療，③予防，④移
植前後の管理，を含めることとした．さらに透析患者
のトランスアミナーゼは低値であり，線維化の評価方
法なども決まっていないことから，検査法や診断基準
が必要ではないかとの意見が出て，①スクリーニング，
②管理（血液検査や画像診断の方法や頻度など），③
抗ウイルス療法の治療の適応，④抗ウイルス療法によ
る治療（腎移植レシピエント予定患者を含む），⑤血
液透析施設における HCV 感染の予防，の 5 部構成と
することとなった．

また，透析患者ではしっかりとしたエビデンスが少
ないことを考慮し，オピニオンやコンセンサスも採用
し，現実の診療に即したガイドラインとするが，その
エビデンスレベルを明らかにし，読者の判断に資する
ために，参考文献にはアブストラクトテーブルを作成
することとした．参考文献は，平成 20 年（2008 年）
末までに公刊された英語・日本語文献を主体とし，国
内外のガイドラインも参考とした．

エビデンスレベル評価と推奨度は，KDIGO の 2006 

年の position paper「Grading evidence and recommen-

dations for clinical practice guidelines in nephrology｣3）

と，2009 年 11 月 16 日に公表された日本透析医学会
の「エビデンスレベル評価と推奨度 WG 報告書」の
記載4）に準拠して作成した．

ガイドライン作成委員会（表 1）は前述の平成 21

年 1 月 6 日に第 1 回を開催後，平成 22 年 6 月 20 日の
第 55 回日本透析医学会学術集会にてコンセンサスカ
ンファランス「C 型肝炎｣ を，平成 22 年 6 月 20 日に

図 2　HCV 抗体陽性と陰性慢性血液透析患者の生命予後
　HCV 抗体陽性透析患者は生命予後不良で，かつ肝硬変・肝
癌にかかりやすい．（Nakamura, Akiba, et al. : JSN, 2000 より）
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表 1　ガイドライン作成に係わった委員

秋澤忠男　日本透析医学会理事長
平方秀樹　日本透析医学会学術委員会委員長
友　雅司　日本透析医学会ガイドライン作成小委員会委員長
透析患者の C 型ウイルス肝炎治療ガイドライン作成ワーキン
ググループ

委員長　秋葉　隆（東京女子医科大学）
副委員　長洞和彦（北信総合病院）
　　　　井廻道夫（昭和大学）
　　　　佐藤千史（東京医科歯科大学）
　　　　田中榮司（信州大学）
　　　　泉　並木（武蔵野赤十字病院）
　　　　原田孝司（桜町病院）
　　　　安藤亮一（武蔵野赤十字病院）
　　　　菊地　勘（東京女子医科大学）

全員が利益相反の申告書を総務委員会に提出している．
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公聴会を東京女子医科大学臨床講堂にて会員に諮り，
平成 23 年 2 月 4 日，第 8 回ガイドライン作成委員会
にて最終案をまとめ理事会に答申し承認された．

以下に本ガイドラインの内容を紹介する（「透析患
者の C 型ウイルス肝炎治療ガイドライン」http://

www.jsdt.or.jp/tools/file/download.cgi/632）5）．

1　透析患者における C 型肝炎患者のスクリーニング

【ステートメント】
1. 透析患者は腎機能正常者に比べて血清トランスア
ミナーゼが低値である．（エビデンスレベル：High，
推奨度：強）

2. 透析患者では HCV 抗体陽性者は陰性者よりも血
清トランスアミナーゼが高値であるが，一般人の基
準値が使用できない．（エビデンスレベル：High，
推奨度：強）

3. 透析患者では無症状であっても月に 1 回以上は血
清トランスアミナーゼを測定することが望ましい．

（エビデンスレベル：Low，推奨度：弱）
4. 透析導入期および転入時は HCV 抗体検査，必要
に応じて HCV-RNA 検査を行うことを推奨する．

（エビデンスレベル：Low，推奨度：強）
5. 透析患者は初回検査で HCV 抗体が陰性であって
も 6 か月に 1 回は HCV 抗体検査を行うことが望ま
しい．（エビデンスレベル：Low，推奨度：弱）

6. 明らかな原因もなく血清トランスアミナーゼが上
昇 し た 場 合 は，臨 時 に HCV 抗 体 検 査 に 加 え て
HCV-RNA 検査あるいは HCV コア抗原検査を行う
ことを推奨する．（エビデンスレベル：Low，推奨
度：強）

7. 院内感染と思われる HCV 陽性者がでたら，曝露
された可能性がある透析患者全員に HCV-RNA 検査
あるいは HCV コア抗原検査を行うことを推奨する．

（エビデンスレベル：Very low，推奨度：強）

2　透析患者における C 型肝炎患者の管理

血液検査や画像診断の方法や頻度などについてであ
る．
【ステートメント】
1. 腎機能正常者と同様に HCV 感染透析患者の肝臓
評価には，肝生検が最も信頼できる方法であり，特
に，移植を考慮している場合，実施することが望ま

しい．（エビデンスレベル：Low，推奨度：弱）
2. HCV 感染透析患者は HCV 非感染透析患者に比し
て，有意に生命予後が不良である．（エビデンスレ
ベル：High，推奨度：なし）（図 2）

3. HCV 感染透析患者では，肝硬変の同定，肝細胞
癌の早期発見を目的とした定期的なフォローアップ
を実施することを推奨する．（エビデンスレベル：
High，推奨度：強）

4. 鉄は肝細胞障害性を有し，過剰な肝内鉄沈着が C

型慢性肝炎の増悪因子であり，肝発癌促進に作用す
ることを考慮すると，HCV 感染透析患者における
鉄剤投与に際しては，鉄過剰状態にならないように
することが望ましい．（エビデンスレベル：Low，
推奨度：弱）

3　透析患者における抗ウイルス療法の治療の適応

【ステートメント】
1. 生命予後の期待できる HCV 感染透析患者に対し
ては，積極的に抗ウイルス療法を行うことを推奨す
る．（エビデンスレベル：Very low，推奨度：強）

（表 2）
2. 腎移植が予定されている HCV 感染患者に対して
は，抗ウイルス療法を行うことを推奨する．（エビ
デンスレベル：High，推奨度：強）（図 3）

表 2　HCV 感染患者をインターフェロンで 
治療した場合に期待される効果　　

1. HCV の排除
2. 肝硬変・肝細胞癌進展への予防
3. 移植腎慢性拒絶の減少
4. 糖尿病合併の減少
5. 新規 HCV 感染の減少
6. C 型慢性肝炎の有病率の低下
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図 3　HCV 感染患者とインターフェロン治療患者の
　　　　 慢性拒絶の違い
　　　　　（文献 6 より）
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3. 透析患者が急性の HCV 感染に罹患した場合，12

週間以内にウイルスが排除されない場合は抗ウイル
ス療法を行うことが望ましい．（エビデンスレベ
ル：High，推奨度：なし）

4　透析患者における抗ウイルス療法による治療

【ステートメント】
1. 透析患者の C 型肝炎では抗ウイルス療法である
インターフェロン投与による治療が第一選択である．

2. 透析患者では腎機能正常者と比較し，インターフ
ェロン療法の効果は同等以上であるが，副作用の発
現頻度も高いため，十分な観察を行うことを推奨す
る．（エビデンスレベル：Low，推奨度：強）

3. 従来型インターフェロン a製剤，ペグインター
フェロン a製剤ともに，腎機能正常者の投与量を
使用した場合，透析患者では血中濃度が上昇するこ
とから，減量することを推奨する．（エビデンスレ
ベル：High，推奨度：強）

4. 透析患者へのリバビリンの投与は禁忌であり，投
与しないことを推奨する．（エビデンスレベル：
High，推奨度：強）

5. 透析患者に対する抗ウイルス療法は，インターフ
ェロン単独療法が第 1 選択である．（エビデンスレ
ベル：High，推奨度：強）（図 4）

6. 腎機能正常者の治療ガイドラインでは，ウイルス
量とウイルス型により薬剤選択やリバビリン併用の
有無が記載されているが，透析患者ではリバビリン
の投与が禁忌であるため，ウイルス量とウイルス型

による薬剤選択の推奨はない．
7. 透析患者では，従来型インターフェロン a単独
療法に比べ，ペグインターフェロン a単独療法の
効果が高く副作用の頻度が少ない．（エビデンスレ
ベル：High，推奨度：強）

8. インターフェロン b製剤は，腎機能正常者と同
量の使用が可能であるが，短時間での静脈注射は，
急激な血中濃度の上昇による副作用の懸念があるこ
とから，透析患者では 30 ～ 60 分の点滴静脈注射で
の投与を推奨する．（エビデンスレベル：Low，推
奨度：強）

9. 腎移植を予定している HCV 感染透析患者に対し，
移植前にインターフェロン療法を施行することを推
奨する．（エビデンスレベル：High，推奨度：強）

10. 腎移植レシピエントは，インターフェロン療法に
より拒絶反応が惹起される可能性が高く，治療の必
要性がリスクを上回る場合にのみ施行することを推
奨する．（エビデンスレベル：High，推奨度：強）

5　血液透析施設における HCV 感染の予防

【ステートメント】
1. 血液透析施設において HCV を含む血液感染する
病原体の感染を予防するために厳格な感染コントロ
ール手順を適応実施するよう推奨する．（エビデン
スレベル：Very low，推奨度：強）（表 3）

2. 厳格な感染コントロール手順に加えて HCV 感染
患者の固定ないし隔離と，専用の透析機器（コンソ
ール）の使用を行うよう推奨する．（エビデンスレ

図 4　C 型慢性肝炎患者の治療方針
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ベル：Very low，推奨度：強）
3. 感染コントロール手順は，血液または体液の患者
間の直接的または汚染された手袋，医療材料，機器
を介した伝播を効果的に予防できる衛生上の注意事
項を含むよう推奨する．（エビデンスレベル：Very 

low，推奨度：強）
4. 血液透析施設における HCV ウイルス肝炎感染防
止策の成績を評価する場合，感染対策の実施状況の
観察と，感染状況の定期的な監視と，感染状況に応
じた感染コントロール策の見直しを含めることを推
奨する．（エビデンスレベル：Very low，推奨度：
強）7）

以上，本透析医学会「透析患者の C 型ウイルス肝
炎治療ガイドライン｣ のステートメントの概略を紹介
した．本ガイドラインには，参考文献とアブストラク

トテーブルが付属しているので，その記載のエビデン
スレベルを参照していただくことができる．是非とも
透析医学会の Web からダウンロードしていただき一
読をお願いする．
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表 3　透析施設の感染対策

● 透析施設の C 型肝炎院内感染対策は，
1．絶え間ないスタッフ教育による標準予防法の遵守
2．充分なベッド間隔，ベッド固定，スタッフ固定，プレ
フィルドシリンジ，感染サーベイなどの採用と実施

（HCV に対する感染制御予防策）
3．透析導入前からの HCV 持込みの防止
4．PEG-IFN 療法など既感染透析患者からのウイルス排除

の 4 つの対策を組み合わせることで実現できる．
● この対策は他の感染症に適応可能である．
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要　旨

1997 年 1 月に臓器の移植に関する法律（以下，臓
器移植法）が本邦として初めて施行された．2009 年 7

月 13 日には臓器移植法の改正 A 案が参議院で可決成
立し，7 月 17 日には公布された．この改正案の主な
改正点は，本人の意思表示が不明であった場合であっ
ても家族の承諾で脳死下での臓器提供が可能になった
ことである．1 年の猶予期間を経た後，同改正案は
2010 年 7 月 17 日に施行された．

本稿では，①改正された臓器移植法に関する詳細，

②臓器移植法が改正された後の移植ネットワークシス
テム，③臓器移植改正法施行後の移植の実際，④各国
における移植状況の比較，⑤今後に残された課題，に
ついて述べてみたい．

1　改正された臓器移植法に関する詳細

改正された臓器移植法に関する詳細を表 1 に示す1, 2）．

1-1　親族に対する優先提供

「臓器を死亡した後に提供する意思を書面にて表
示」する場合に，その表示に併せて「親族に対し当該

医療制度・医療経済

臓器移植法改正後の移植の現況について

石田英樹　田邉一成　
東京女子医科大学泌尿器科

key words：改正臓器移植法，移植の現況

Current transplantation under revised organ transplantation law
Department of Urology, Tokyo Women’s Medical University
Hideki Ishida
Kazunari Tanabe

表 1　新・旧臓器移植法の比較

旧　　法 新　　法 施行日

親族に対する優先提供 ● 当面見合わせる
● 本人の生前の書面による意思表示があ

り家族が拒否しない，または家族がい
ないこと

● 臓器の優先提供を認める
● 本人の生前の書面による意思表示があ

り，家族が拒否しない．または家族が
いないこと（旧法とおなじ）

● 本人の意思表示が不明であり（拒否の
意思表示をしていない場合）家族の書
面による承諾があること

2010/1/17

脳死判定，臓器摘出の
要件

同上 同上 2010/7/17

小児の取扱い ● 15 歳以上の者の意思表示を有効とす
る

● 家族の書面による承諾により，15 歳
未満の方からの臓器提供が可能となる

2010/7/17

普及啓蒙活動など （規定なし） ● 運転免許証等への意思表示の記載を可
能にするなどの施策

2010/7/17

被虐待児への対応 （規定なし） ● 虐待を受けて死亡した児童から臓器が
提供されることのないよう適切に対応

2010/7/17
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臓器を優先的に提供する意思を書面により表示するこ
とができる」旨の条文が追加された（第 6 条の 2）．

1-2　脳死判定，臓器摘出の要件

旧法では，臓器提供の法的要件として，本人が「臓
器を提供する意思を書面により表示している場合であ
って」かつ「遺族が当該臓器の摘出を拒まない時，ま
た家族がいないとき」とされていた．新改正法では，
本人が「当該意思がないことを表示している場合以外
の場合」においても「遺族が当該臓器の摘出において
書面により承諾しているとき」と改定された（第 6 条
第 1 項第 2 号）．加えて，脳死判定に関しても法的な
要件が改定された．

1-3　小児の取扱い

小児からの脳死下臓器提供施設に関する事項（第 4

条）に関するものである．
小児救急医療などの関連分野において高度の医療を

行う施設であること，虐待防止委員会などの虐待を受
けた児童への対応のために必要な院内体制が整備され
ていることが前提となる．脳死判定を厳格に履行する
体制があり，脳死下での臓器提供について倫理委員会
などの施設内の合意があることが前提である（第 4 条
第 1 項，2 項）．

1-4　普及啓蒙活動など

改正法では「臓器を提供する意思の有無を運転免許
証及び医療保険の被保険者証などに記載することがで
きることとするなど，移植医療に関する啓発および知
識の普及に必要な施策を講ずるものとする」として，
より具体的な義務として，明示されている（第 17 条
の 2）．

1-5　被虐待児への対応

改正法では「虐待を受けた児童が死亡した場合に，
臓器の提供がされることのないよう，虐待が行われた
疑いがあるかどうか確認し，適切に対応　――」という
規定が付加されている（附則第 5 条）．

2　臓器移植法が改正された後の 

　移植ネットワークシステム

ネットワークの移植コーディネーターは当初 9 名か

らのスタートであったが，その後徐々に増員し 2010

年 3 月には 21 名となった1）．それに伴い系統的なコ
ーディネーター業務の拡充および充実を目的として，
最初の 1 年に 6 回の集合研修を実施してきている．心
停止下臓器提供や脳死下臓器提供の講義，家族へのイ
ンフォームドコンセントのロールプレイ，摘出手術中
のコーディネーションのシミュレーション実習など数
多くの実践に即した実習を行ってきている．2 年目以
降は脳死下臓器提供の研修，リーダーシップの外部研
修などを行っている．

平成 22 年 7 月 17 日の改正臓器移植法の施行に合わ
せて，臓器の移植に関する法律に関する指針（ガイド
ライン）の一部改正も行われた．改正後の概要は，以
下である．

①　年齢にかかわらず，臓器を提供する意思がない
ことを表示した者からの臓器摘出，および法に基
づく脳死判定に従う意思がないことを表示した者
に対する法に基づく脳死判定は行わないこと．

②　知的障害者の臓器提供の意思表示に関しては，
年齢にかかわらず，当面，そのものからの臓器摘
出は見合わせること．

③　死亡した者が未成年であった場合には，特に父
母それぞれの意向を慎重かつ丁寧に把握すること．

④　小児からの臓器提供施設について，これまでの
４類型施設に加えて日本小児総合医療施設協議会
の会員施設を加え，かつ虐待防止委員会などの虐
待を受けた児童への対応のために必要な院内体制
が整備されていること．虐待防止委員会などの，
虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体
制が整備されかつマニュアルが整備されているこ
と．

⑤　脳死した者の身体からの臓器提供の標準的な手
順について，法に規定する脳死判定を行ったとし
たならば，脳死とされうる状態にあると判断した
以降において，家族などの脳死に対する理解の状
況を踏まえ，臓器提供の機会があること，および
承諾にかかる手続きに際してはコーディネーター
による説明があることを告げること．

⑥　前庭反射の確認については，鼓膜損傷があって
も検査は可能であること．

⑦　6 歳未満の者の場合において，「小児の脳死判
定および臓器提供などに関する調査研究」（平成
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21 年度）に準拠しておこなうこと．

3　臓器移植改正法施行後の移植の実際

3-1　施行後の概要

図 1 に実際に改正法施行前後における臓器提供件数
の年次推移を示す．2010 年 7 月の法律施行以前に脳
死下で提供された臓器件数は 86 例であったのに対し，
2010 年 7 月以降の法律施行後には，2011 年 5 月現在
において，すでに 49 例の脳死下での臓器提供があっ
た．しかしながら図 1 で示すように，全体の提供数は
著しい増加とは言えず，今まで心臓死下で提供されて
いた臓器が脳死下で提供されている印象がある．

図 2 は改正法施行前後における月別の提供数推移で

ある．改正法下での脳死下の提供数が増加しているの
は言うまでもないが，心臓死下での臓器提供数は変わ
らないか，むしろ若干減少している．全体の提供数と
しては微増である．

図 3 は改正法施行後に脳死下で提供された症例の詳
細を示す．地域別の提供数としては西高東低というこ
とができる．ドナー年齢の図に示すように，新潟から
の 10 代の臓器提供は記憶に新しい（詳細後述）．また，
本人の意思表示がない状態での臓器提供が多く，今後
ますますのドナーカードの普及啓蒙（現在 10％ 前後）
が必要である．

図 4 に実際に施行された移植件数を示す．図 4 から
わかるように，腎臓に関しては，まず膵腎同時移植の

図 1　臓器提供件数の年次推移
   （参考 URL‡1 より）
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図 3　改正法施行後の脳死下臓器提供
　    N＝49（2011 年 5 月末現在）

 　（参考 URL‡1 より）
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優先という原則があるために，49 件の提供にて行わ
れた腎臓移植は 59 件にとどまっている．これは，1

型糖尿病が原疾患にて慢性腎不全となった患者にとっ
て朗報である一方で，腎臓だけを待機している患者に
とってはさらなる待機時間の延長を余儀なくされる．

図 5 は 1 ドナーあたりの移植臓器数を示す．わが国
の脳死臓器提供においては，ドナー評価管理のスペシ
ャリスト（メディカルコンサルタント，MC）を提供
病院に派遣することによって，1 名のドナーからの提
供される臓器数は平均 5 臓器を超え世界一である．

3-2　症例提示

実例として，小児脳死下提供事例および親族優先提
供事例について紹介する3）．

①　小児脳死下臓器提供事例
提供病院：関東甲信越内の病院
ドナーの年齢・性別：10 歳以上 15 歳未満，男児
本人の意思表示：不明
法的脳死判定：2011年4月12日7；37 脳死と判定
提供臓器：心臓，肺，肝臓，腎臓，膵臓

②　心停止下の親族優先提供事例
● ドナー

刈谷豊田総合病院（愛知県）
40 歳代女性，脳血管障害
臓器提供意思カード所持（脳死下および心臓死下
の腎臓提供意思，特記欄に「親族優先」）
5 月 7 日，心臓停止後に両側腎臓提供（1 腎はル
ールに従って配分）

● 親族優先レシピエント（ドナーの娘）
社会保険中京病院（愛知県）
20 歳代，女性，先天性腎疾患

4　各国における移植状況の比較

各国における移植状況の比較を表 2，表 3 に示す．
世界の脳死下臓器提供を比較してみると，人口百万

人当たりで 15 人以上の脳死下臓器提供が行われてい
る国には，スペイン，オーストラリア，ベルギー，ア
メリカ，フランスなどが含まれる．これらの国は表 3

のごとく，いずれの国も「presumed consent」すなわ
ち「臓器提供をしない意思表示」を行う国々である．
一方，人口百万人当たりで 5 人以上 15 人以下の脳死
下臓器提供が行われている国は，イギリス，オランダ，
ドイツなどが含まれ，これらの国は「臓器提供をする
意思表示」を行う国である．ちなみにわが国は，人口
百万人当たり 0.5 人とトルコやペルーよりもなお少な
い．

このように臓器提供の方式は，臓器提供を「希望す
る」という明確な意思表示がなされた場合のみを対象
とする opting-in 方式と，臓器提供を「希望しない」
という明確な意思表示が存在しない限り「提供希望」
としてあつかう presumed consent 方式に大別される．
後者が前者に比較して移植用臓器を増やすことが知ら
れており，最近ではベルギー，イタリアなど presumed 

in 方式に移行する国が増えてきている．
アメリカにおいては，国家の政策として，脳死下臓

器提供を推進する方策がとられている4）．一つは 1998

年にクリントン大統領が発令したもので，アメリカの
すべての病院が臓器移植推進のために地域の臓器バン
クとの合意書をかわすことを義務づけた．すなわち，
脳死患者の発生あるいは発生の疑いが予想される場合
は臓器バンクに連絡を取ることが義務づけられ，順守
しない場合は病院に対する公的保険の支払が保留され
る．またその後ブッシュ大統領が発令した連邦政策プ
ランでは，ドナーファミリーに対する税金控除を含む
約 150 億円の財政投資予算が計上された．

このような結果として，アメリカでは以下のような
移植システムができ上がっている．すなわち，脳死患
者の発生はすぐに臓器バンクに医療従事者から連絡さ
れ，臓器バンクが脳死判定を行う神経内科医あるいは
脳神経外科医の確保から実際の判定までの全過程をサ

表 2　各国の移植数

日　本 台　湾 アメリカ フランス ヨーロッパ

国内人口 1.28 億人 0.22 億人 2.98 億人 0.60 億人 ―
移植登録者総数 11,724 5,028 73,343 6,491 11,308
献腎移植数      187    200 10,489   2,911†   3,703
平均待機月数      160      60 41.6 No data        42

2007 年における各国の移植登録者数，および 2007 年度 1 年間の移植総数，2007 年における待機月数．
†　フランスのみ生体腎移植数を含む．それ以外は献腎移植のみの総数を記載．
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ポートする．そして脳死と判定されれば，臓器バンク
が主治医となり，その後の管理，対応，コーディネー
トのすべてをマネージする．さらには，移植医側の負
担を軽減するために手術器具の準備，手術室使用料，
医師・看護師など医療従事者の人件費用のすべてを負
担する．このシステムが稼働することによって，脳死
発生病院，その後の移植医療に携わる医師・看護師の
負担が大幅に軽減され，残った時間でドナーアクショ
ンの増加に寄与することができると考えられる．

ここ数年，急速にドナー数が急増してきた国として
スペインがあげられる．その理由として，国立臓器移
植機関の設立がある．公的機関の設立によってコーデ
ィネーションシステムの確立，コーディネーターの教
育，経済的な支援などが可能となり，臓器提供側およ
び移植医療側，それをつなぐコーディネーターが現場
で心地よく働くことができるようになったことが，ス
ペインにおける移植医療の急激な発展に関係している
ようである．

5　今後に残された課題

実際の法改正によって臓器提供は本当に増加するの

であろうか？ 移植施設側および臓器移植ネットワー
ク側の今後に残された課題として述べてみたい．

5-1　移植施設側の課題

（1）　移植医の待遇改善
移植医の立場として強調しておきたいのは，移植医

療の労働環境の劣悪さである．法的整備はもちろんこ
とを進めていく上で重要ではあることに違いないが，
車の両輪のもう一つとして，現場の移植医療者が心地
よく労働できるようなシステム作りは不可欠である．
アメリカやスペインの例からもわかるように，移植医
療の現場をマネージする臓器移植ネットワークの責任
は重大である．

日本に数多い死体臓器移植では臓器摘出も移植も緊
急手術であり，夜間，休祝日が多い．にもかかわらず
摘出および移植の 2 チームを編成しなければならない．
給与面を含めて待遇改善しなければ，なり手の少ない
移植医はさらに少なくなり，残された外科医への過重
労働によって負のスパイラルに陥る．移植医になるた
めには臓器の摘出，そして移植という外科的側面のみ
ならず，免疫抑制療法，感染症の予防などの内科的側

表 3　各国の臓器移植法の比較

日　本 台　湾 アメリカ
（モデル法） フランス WHO

（世界保健機構）

成立年月日 1994 年 1 月 1987 年 1987 年（統一人体贈
与法）
脳死　――　法律上およ
び医学上の目的のた
めに，脳幹を含む

1978 年 1991 年

死の定義 心臓死および脳死 心臓死および脳死 脳の全機能が不可逆
的に陥った者は死亡
したものとする（第
1 条脳死）

脳死

臓器を提供できる条
件

本人の生前，提供の
意思表示
不明の場合は遺族の
意思

本人の提供意思が明
確な場合
近親者の承諾がある
場合

本人の提供意思が明
確な場合
本人の反対がなく親
族の承諾がある場合
死者の近親者は死者
が拒否している場合
を除き人体贈与をす
ることができる

本人の反対意思が明
確でない場合

本人の生前，提供の
意思表示
不明の場合は遺族の
意思

臓器摘出の実施者 移植に関わる医師は
関与できない

死亡時刻の判定を行
った医師の移植およ
び摘出の参加は原則
禁止

移植に関わる医師は
関与できない

人口 100 万人当たり
の臓器提供数

0.5 1.5 21.5 20.3
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面，ならびにドナーへの例説や普及啓発活動などの社
会的側面に至るまで非常に幅広い知識の習得が必要と
される．日本移植学会を中心としたしっかりした教育
制度の整備・確立が急務である．

（2）　移植施設の整備
今後，提供数が増加した場合，どれくらいの移植施

設が対応可能であるかが問題となる．そのためには移
植施設ごとの体制整備とともに，各臓器ごとの移植実
施施設の拡大が必要であろう．移植施設数が増加すれ
ば施設ごとの負担は当然軽減されるが，移植医療の質
を低下しないように維持することが肝要であり，その
ためにも体制整備が重要となる．

5-2　ドナー提供側の課題

（1）　ドナーコーディネーターの人材育成および増員
家族の承諾で脳死臓器提供が可能になったことで，

ドナー家族の心の負担は増加する．今後臓器移植の増
加が予想される中で，家族の意思をきちんと汲み取る
ことのできるドナーコーディネーターの育成と増員が
必要とされる．

（2）　臓器提供施設
ドナーの意思が最大限に反映されるように，ドナー

評価および管理などの体制作りも重要である．わが国
の脳死臓器提供においては，ドナー評価管理のスペシ
ャリスト（メディカルコンサルタント，MC）を提供
病院に派遣することによって，1 人のドナーからの提
供臓器数は平均 5 臓器を超え世界一である．現在，臓
器提供の情報時には，MC が提供病院に赴いてドナー
の評価および管理を行っている．提供病院の負担が軽
減するように MC などの積極的な支援体制が必要で

ある．

6　おわりに

臓器移植を推進するための原則として次のような提
案をする．

①　本人の提供を拒否する意思の有無の確認を十分
に行うこと．これに伴い有効な意思登録制度の確
立を行うこと．

②　家族の意思確認を十分な配慮のもとで行うこと．
③　小児・成人にかかわらず，被虐待者からの臓器

提供を防ぐこと．捜査当局との情報の密な連携を
行うこと．

④　6 歳未満の脳死判定を厳格に行うこと．
⑤　提供施設の負担を可能な限り軽減するように努

めること．
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要　旨

第 16 回透析保険審査懇談会を平成 23 年 6 月 17 日
（金）19～21 時，パンパシフィック横浜ベイホテル東
急，アンバサダーズボールルームで行いました．事前
に行ったアンケート（検討事項：47 件，要望事項な
ど：58 件）のうち主な討論内容をここに報告します．

はじめに

この懇談会は毎年透析医学会総会時に開催し，全国
の透析審査の格差是正に役立てることを目的に行って
います．しかし，この会はお世話する（社）日本透析
医会からは，なんの干渉も受けない独立した自由な会
であり，またその際の討論結果が，全国都道府県の社
保・国保審査委員会の独立性を損なうものではないこ
とを付記しておきます．

1　検討事項

例年通り診療行為別に討論を行いました．なかには
明確な適否の結論が出なかった事項も多く，その場合
の討論経過をできるだけ詳しく報告します．なお，①
②…はアンケートに書かれていた内容です．

1-1　基本診療料

（1）　自立支援医療関連
①　生活保護患者の自立支援医療の該当になる，な

らないの明確な基準がほしい．
②　更生医療の対象，対象外の判断基準があいまい

で，「医師の判断」ということですが，査定され，
返戻が来る．更生医療，マル長，身障者医療の負
担金がレセプトにうまく表示されないので一本の
公費にまとめてほしい．

③　生保と更生医療の併用の請求が難しく，判別し
にくいものもあり，手間がかかるので整理してほ
しい．

［討論内容］　従来，文書で出されている透析関連分
とは，透析そのものとシャントに係わる項目だけで，
合併症治療などは障害者医療（更生医療）の対象とな
らないとされています．それでは患者や施設にとって
不都合なことが多すぎるため，主治医の良識的な判断
に従って分類するということで，日本透析医会と厚生
労働省の間では了解が取れています．

実際には，風邪など，ごく限られた項目（たとえば
転倒打撲部位に対するシップ）のみを，医療扶助（生
保）として請求することが多いと認識しています．

この議論に関しては過去の保険審査委員懇談会で何
回か議論してきました．医会雑誌 Vol. 23，No. 3，
p. 357 もご参照ください．今年もある県で，この問題
が再度問題になったとの報告がありました．

（2）　その他
①　療養病棟入院中の患者で必要があってオキサロ

ール注等の注射薬剤を使用した場合，包括されて
いる注射薬剤とのことで減点となった．オキサロ
ール注に関しては透析患者にしか使用しない薬剤
なのに，人工腎臓の処置にかかる薬剤としては認

医療制度・医療経済
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めてもらえなかった．
［討論内容］　療養病床入院基本料は，薬剤に関して

は，抗悪性腫瘍薬および疼痛コントロールのための医
療用麻薬以外の薬剤は包括しているとされており，透
析関連では，純粋に処置に伴うとされる，透析液，生
食，ダイアライザー，ESA 製剤以外の薬剤に関して
の請求は認められていません．ほとんどの県では，ペ
ンレスおよびネオヨジン等の消毒薬までは認めていま
すが，Vit D 製剤，昇圧剤，鉄剤も包括されている薬
剤と判断され認めていません．なお，これを人工腎臓
処置に関する薬剤と定義すると，外来包括点数に入る
可能性があります．

1-2　医学管理等

（1）　慢性透析患者外来医学管理料（慢透）関連
①　慢性維持透析患者外来医学管理料の中で，シナ

カルセット塩酸塩の初回投与から 3 カ月以内の患
者に対する Ca，P の検査は，月 2 回以上実施す
る場合においては，当該 2 回目以後の検査につい
て月 2 回に限り別に算定するとありますが，一旦
中止し，再開した時も再開 3 カ月以内なら算定で
きるのでしょうか．

②　透析の請求における「慢性維持透析患者外来医
学管理料」外の認められる検査に関し，「PTH 検
査は，月 2 回以上実施する場合においては当該 2

回目以後の検査について月 1 回に限り慢性維持透
析患者外来医学管理料に加えて別に算定する」と
ある．パルス療法に関して PTH は月 1 回で十分
コントロールできると考えるが，できれば 1 回目
より別に算定できるようにご配慮いただきたい．

③　PTH の検査で，1 月に 3 回以上実施した場合，
詳記を入れても 2 回までしか認められていない．

［討論内容］　①については認められそうですが．②
については慢性維持透析患者外来医学管理料から外す
ということで，なかなか困難と思います．③は PTx

術直後など特殊な病態と考えますが，現在のルールで
は，1 回は出来高，2 回以上は包括ということです．

ちなみに，繰り返しますが，PTH は，月 2 回以上
測定している場合，月 1 回分が請求できることになっ
ています．月 1 回しか実施していない場合は慢透に含
まれ請求できません．1 回しか実施していないにもか
かわらず，別に請求している場合は，指導時などで判

明すると，過剰請求として自主返還の対象となること
でしょう．

（2）　特定疾患療養管理料
①　透析患者では特定疾患療養管理料（225 点）は

算定不可と聞いておりますが，慢性維持透析患者
外来医学管理料（2,305 点）が算定できない月

（導入初期または同一月内の同一医療機関入院）
なども，特定疾患療養管理料は算定できないので
しょうか．また，特定疾患処方管理加算（18 点）
も算定できないのでしょうか．（※主病を●慢性
腎不全●高血圧症等の場合）

②　透析患者の特定疾患療養管理料，特定疾患処方
管理加算の査定は透析治療をしているためか．

③　透析導入が月の途中になった場合，その月の透
析導入前診療日の特定疾患療養管理料が減点にな
った．腎不全以外にも特定疾患の主病名があった
ので基金に問い合わせたが明確な減点回答がなか
った．

［討論内容］　慢透と㊕（特定疾患療養管理料）に関
しては，ルール上は併算定可能です．某県での指導時
に，一旦併算定不可という決定があり，その後可能と
する見解が示されました．併算定は可能という見解は，
厚生労働省から出ています．

③の，保存療法期の高血圧を主病とする算定は，問
題ないのではと思われます．

透析患者の特定疾患療養管理料と処方加算について
は，平成 18 年の審査委員懇談会で議論されました

（詳しい内容は日本透析医会雑誌 Vol. 21，No. 3，
pp. 399-400 をご参照ください）．当時の見解では，最
終的に各県の判断および各施設の判断にゆだねること
としており，今も変わっておりません．

この問題を要約すれば，透析をうけている慢性腎不
全と高血圧ではどちらが主病か，あるいはどちらも主
病かという問題で，各県の委員会や審査員個人の考え
により異なるということです．最近，某県の指導で，
透析を受けている患者では一般的に慢性腎不全が主病
で，㊕の算定は不可という結果が出たということを聞
き及んでいます． 

今年の懇談会の場での確認では，数県で㊕の算定は
できないとされているようですが，多くの県では，透
析患者に対しての㊕の算定は認めているということで
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した．

1-3　検　査

①　HBs 抗原，HBs 抗体価の同時算定にて査定さ
れました．

②　院内感染防止のため，当院では年 1 回 HBs 抗
体，HBs 抗原，HCV 抗体価と合わせ，HBc 抗体
価検査を実施している．慢性維持透析患者外来医
学管理料の注）2・リには HBs 抗体価はまるめの
対象に明記されていないが，査定減点される．
HBc 抗体価もまるめの対象となるのでしょうか．

③　他院より転院してきた時，感染症検査（C 型肝
炎・STS 等）を実施したところ査定された．いつ
の時点で感染したかは大切なことで，査定される
ことのないよう要望してほしい．

④　厚労省感染マニュアルには HBc 抗体も定期的
に検査するようになっているが，査定される．コ
メントを書くべきか．

⑤　透析開始の血液型が査定された．
［討論内容］　懇談会に参加の先生から，HBs 抗原

マイナスで HBs 抗体もマイナスの症例で HBc 抗体が
陽性の患者が，全透析で 2 割くらいいるとの発言もあ
り，一部の県では，年 1 回の HBc 抗体がスクリーニ
ングで出てきても通しているとのことでした．ただ，
多くの県ではスクリーニングとして実施する HBc 抗
体は認めていないとのことでした．

医会の院内感染予防マニュアルに HBc 抗体の検査
が勧められてはいますが，マニュアルは，できる限り
保険診療に見合った形で作成されますが，現実的には
保険診療の適応とならない部分も存在します．

肝炎ウイルス関係の保険上の取り扱いでは，肝臓の
専門の先生方が，各県の支払基金でのルールを決めて
おられる場合が多いという印象でした．

初診時の HBs 抗原，HCV 抗体，TPHA は，社保で
は申し合わせにより，全国どこでも可とされています．
体外循環を必要とする透析治療では，初診時の血液型
は当然請求可だと思われます．

⑥　定期スクリーニング検査については，病名・コ
メントがなくても算定可としてほしい．

⑦　慢性維持透析患者医学管理料に包括されていな
い検査について注釈が必要とあるが，すべての検
査に必要か，疑問である．

⑧　慢性透析患者外来医学管理料に含まれない検査
のコメント記載は不要にして欲しい．例えば糖尿
病の病名があるのにコメントに糖尿病のためと記
載する必要があるか．

［討論内容］　多くの県では，コメントよりも病名の
ほうが優先すると考え，病名で理解可能なものに関し
ては，査定はしていません．ただ，必要性を摘要欄に
記載することは，平成 16 年 2 月の保医発（いわゆる
課長通知）で示されており，最近は，保険者再審でコ
メントがないことが指摘され，その場合には査定せざ
るをえないとの意見もありました．全体としては，コ
メントはつけておくほうが無難であるという印象でし
た．

⑨　シャント狭窄の診断のための造影撮影後，PTA

術を施行．施行中の造影撮影が査定されますが，
一連の流れと判断されてでしょうか．

［討論内容］　透視診断料は認められませんが，造影
剤使用撮影は，実際に撮影が行われていれば認められ
ると考えます．特に PTA は内シャント血栓除去術あ
るいは血管結紮術が準用されますので，この場合の造
影は請求可です．

⑩　シャントエコーで血流評価をしておりますが，
パルスドップラー加算が認められないのはなぜで
しょうか．

［討論内容］　厚生労働省は，通常の透析時の観察や，
触診などで，血流量の評価は可能と考えているようで
す．なおシャントエコーは，「D 215 の 4　ドプラ法　
イ　末梢血管血行動態検査　20 点」で十分という見
解のようです．

ただ，手術が実施された場合に，画一的でなく症例
を選んでエコー検査が実施され必要性がコメントで記
載されているような場合，認めるという県が半数ほど
ありました．

1-4　投薬・注射

①　血液透析中の注射薬投与について，人工腎臓
「1」の場合，生食，ぶどう糖液等は別に算定でき
ないと青本にありますが，粉末の薬等を溶解する
場合は別に算定が認められると思います．イノバ
ン等の微量注入が必要な薬剤やフエジン，パルク
ス等緩徐に注入したほうがよいと効能書きに書い
てあるものについては，溶解や希釈用の生食等を
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別に算定しても良いのではないでしょうか．
［討論内容］　透析中における透析が関連した血圧低

下などの合併症では，電解質補液などは包括となって
おり別に算定はできませんが，薬剤の投与に伴う希釈
に必要な薬剤は，別に算定できると考えます．平成 6

年の透析液等が包括された診療報酬改定に際し，日本
透析医会からの質問に対する医療課担当官の回答では，
低血糖改善のためのブドウ糖液や抗生剤などの溶解に
使用した溶解液を別途請求できるとしています（透析
医会ニュース 94-1）．そのさい，投与の必要性がレセ
プト摘要欄に記載されているほうがわかりやすいとも
されています．

②　透析時低血圧症の病名で，透析毎にサヴイオゾ
ール輸液 500 mL 使用しています．効能書きには
長期連用を避ける（できるだけ短期間投与にとど
め 5 日以内）と書いてあります．生食等で対応で
きない場合，低分子デキストラン等の使用は，5

日くらいの短期間であれば認められるでしょうか．
［討論内容］　低分子デキストランは，適応として，

（急性出血，急性大量出血）の代用血漿，（外傷，熱傷，
出血）の外科的ショックの（予防，治療），手術時の
輸血量の節減，手術中の（体外循環灌流液，併発症の
危険を減少）とされています．透析毎に透析低血圧症
に対して認めている県はありませんでした．

③　腎性貧血に対するエリスロポエチンだが，現在
包括されている．ネスプは週 1 回投与として保険
上使用できるが，同じようにエポジン 6,000，
9,000，12,000，24,000 単位も透析患者に使用した
いが，包括化されており薬価の問題はないか．適
用病名が腎不全（透析前）等のため使用しにくい
面があり，取扱いが難しい．

④　腎不全病名なしで腎性貧血のみの病名で EPO

製剤の使用は認めるか．
［討論内容］　エポジンに関しては，薬事法上の適応

は血液透析では 3,000 単位製剤までとなっています．
ただ維持透析レセプト上は包括化され現れませんので，
施設の自己責任での使用は可能と考えます．HDF 等
で出来高算定される場合には，以前はコメントがあれ
ば 1 回 4,500 単位まで認めていた県もありましたが，
現在は，ESA 製剤としてネスプやミルセラが使用可
能になってきているので，そちらを使用するよう指導
しているとのことでした．

腎性貧血は ESA 製剤投与に必要な病名と考えます
が，慢性腎不全も透析患者には必須の病名と思われま
す．現在こうした病名がないために，保険者からの再
審請求が急増しています．

⑤　処方せん料は，国保のみ 1 月に 9 回以上は「B

過剰と認められるもの」との理由で減点される．
［討論内容］　実際に必要で実施した場合には認めら

れるべきものと考えます．ただし定期投薬を分割投与
し，処方回数が増加することは問題と認識しています．
とくに分割処方により一度に処方する薬剤を 7 種類以
下とし，減点を免れるというやり方は，指導時に発見
されると厳しい処置がありそうな気がします．ただ，
出席された委員の方からは，ある都道府県では 9 回以
上で一律査定されているとの情報がありました．

⑥　皮膚そう痒症に対して抗ヒスタミン薬・エバス
テ ル OD（5 mg）1 錠/日 と レ ミ ッ チ（2.5 ng）
2 CP/日を処方していましたが，保険適応内投与
量にもかかわらず，レミッチ 1 CP/日しか認めら
れなかったことがありました．高価な薬剤である
ことは理解していますが，投与量が保険適応内に
もかかわらず，保険請求で切られたことが納得で
きません．

［討論内容］　実際に必要で実施した場合には認めら
れるべきものと考えますが，初回で 2 CP は認められ
ないという県は多かったです．今回の例が初回かどう
かは不明です．

1-5　処　置

①　慢性腎不全急性憎悪に対する透析導入について．
慢性腎不全患者の急性憎悪時に一時的に透析導入

（1 カ月程度）となる場合がある．この場合，手
技料の算定は「J038　人工腎臓（2　その他の場
合）」でよいのでしょうか．

［討論内容］　そのとおり（JO38-2）と考えます．な
お関連質問として，導入期加算が急性増悪の時にとっ
てあり，一度離脱し，再導入になった時の 2 回目も導
入期加算をとっている症例での保険者再審請求があっ
た例があり，その場合，最初の月のものを査定するの
が正解というのが議論の結論でした．

②　透析患者の止血困難ケースにスポンゼルの使用
は可能か．

③　スポンゼルの使用は認められますか．最近ワー
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ファリン等の抗凝固薬を使用している高齢者が増
えており，ヘパリンをフサンに変更しても内シャ
ント穿刺部位が止血困難なケースがあります．ト
ロンビン使用でも止血困難な場合，スポンゼルの
使用は認められないでしょうか．

［討論内容］　画一的ではなく，コメントがある場合
は多くの県でスポンゼルの使用を認めているとのこと
でした．ただ，透析止血時のスポンゼルに関しては，
現在，ある県で問題になっており，国保で全国的に調
査が行われるとの情報がありました．薬事法上では適
応と考えることは難しいものの慣例的に多くの県で認
めてきたという状況であり，今後の状況がどうなるか
には注意していく必要があります．

④　サブラッド血液ろ過用補充液の使用料について，
国保の中央審査では上限 8 L で査定されておりま
すが，持続緩徐式血液ろ過等で長時間使用する場
合等 8 L を超えて使用する場合もあります．効能
書きには 1 回のろ過型人工腎臓治療では 15～20 L，
透析型人工腎臓と併用する場合 5～10 L 使用する
と書いてあります．1 回 8 L が限度でしょうか．

［討論内容］　2 県で，HDF の場合 8 L を上限として
対応しているとのことでした．10 年ほど前に監査が
入ったさいに，8 L 以上の使用に関して返還させられ
る例があり，以後，その県では 8 L 上限で対応してい
るとのことでした．ただ，それ以外の県では薬事法の
承認上限まで認めているとのことでした．

⑤　ペンレスは透析を開始する数時間前に貼ってお
く必要があるため，事前に処方して患者に持ち帰
ってもらう必要がある．そのため，外来にて処方
することになるが，処置薬として請求（算定）す
るために院外処方箋などによる複数日（14 日分
など）の処方ができずに他の薬（内服薬など）と
処方箋を分ける必要が生じている．内服薬は院外
処方，ペンレスは院内処方として対応し，ペンレ
スの算定は透析の都度，その日分を処置薬として
算定しているため，処方枚数を覚えておく必要が
ある．ペンレスについて外用薬として請求（算
定）できることにより院外処方箋などが可能にな
るようにしてほしい．

［討論内容］　現在，処置に伴う薬剤として請求する
ようになりました．外用薬としての算定は不可と考え
ます．処置での請求は根拠が不明で，日本透析医会と

しては正して行きたいと考えます．
⑥　ひと月 14 回超えの HD の 0 点手技に対して，

また HD・CAPD 採用の 0 点手技に対して，休日，
時間外加算の算定はいいのか．

［討論内容］　手技料（人工腎臓）の加算点数ですの
で，認められないと思われます．

⑦　人工腎臓は月 15 回以上行った場合，薬剤料も
査定された．再審査請求で復活したが．

［討論内容］　15 回以上の場合，手技料は認められ
ないものの，薬剤とダイアライザーは認めることにな
っています．ただ，この問題の議論で 15 回目以上の
透析の時に ESA 製剤を使用し，それが請求された場
合に，どのように扱うかに関して議論されました．

例えば，週 4 回透析を施行している患者で月 18 回
透析が実施された場合，15 回目以降に週 1 回投与の
ネスプ等が使用されることがあるわけですが，その
ESA 製剤の請求を認めるかという問題です．現在，
透析日をレセプト上に記載することとなっており，透
析回数は暦日で前からカウントすることが青本で示さ
れていますので，理論上は手技料が請求できない 15

回目以降でも，使用薬剤である ESA 製剤は請求でき
るということになります．ただ，当然それまでの 14

回は，ESA 製剤のコストを含んだ包括点数で請求さ
れているわけだから，認める必要がないという意見も
ありました．

これに関しては，各委員の意見としては認める，認
めないが半々というところでした．施設全体で画一的
に請求してくるような，悪意を感じるような例に関し
ては認めないという意見や，今後ミルセラが出てきた
場合に関しては，月の初めに使用すればいいのだから，
当然認められないという意見がありました．

⑧　大腸穿孔で手術後 PMX を 2 日連続で施行した
方が縫合不全，壊死等でショック状態になった場
合，再度 PMX を実施してもよいか．

［討論内容］　詳記により，審査委員が判断すること
になると思います．現実的には一連か，一旦治癒後改
めて新しい病態と見るかによります．ただ参加した委
員の多くは，詳記がいろいろ書かれていても再度の
PMX を認めるのは難しいということでした．

⑨　人工腎臓を「その他の場合」で請求したときに，
詳記を入れても透析液やエリスロポエチン・生理
食塩液を減点されることがある．
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［討論内容］　詳細不明ですが，当然認められるべき
ものと考えます．

⑩　血液凝固のため，ダイライザー 2 本使用はコメ
ントを付けても査定される．認めてほしい．

［討論内容］　ある県ではコメントがあれば認めてい
るということでしたが，ほとんどの県では認めていな
いということでした．

1-6　手　術

①　PTA について　前腕→608・3 ｢内シャント血
栓除去術｣ 3,130 点，上腕→K 616 ｢四肢の血管拡
張術｣ 15,800 点，部位を入力してこのように打ち
分けているがいいのでしょうか．

②　内シャント設置術のさい，血栓除去用カテーテ
ルを使用した場合，病名またはコメントが必要か．

③　シャントの血管拡張術を行っても，血管結紮術
に査定されるのはなぜか．

④　「血管拡張術」がなぜ「血管結紮」になるのか
疑問．

⑤　内シャント血管拡張術について，血管結紮でも
血栓除去でもない症例がある．（バルーンカテー
テルを用いたら血栓除去と理解していいのか）．

［討論内容］　シャント PTA は，部位とは関係なく，
内シャント血栓除去術の準用として疑義解釈が出てい
ます．ただ，都道府県により，胸郭内に関して K 616

で認めている都道府県はあるようです．上腕で K 616

を認めている県があるかは不明です．
なお，内シャント作成時の血栓除去用カテーテルの

算定に関しては，愛知県ではコメントなしで認めてい
ます．保険者再審では問題としてくることも少なくあ
りませんが，血栓除去後にシャントを作成したり，い
ったん血流を遮断するため，血流再開にさいして血栓
除去が必要という理由で，査定することはありません．

⑥　昨年の懇談会で結論が出ませんでしたが，血栓
除去術と新規内シャント設置術を同一日に行った
場合の請求方法を明示してほしい．

［討論内容］　昨年，シャント手術時の同一視野とい
う概念が議論されました．同じ日に連続で同じ上肢に
シャントの手術を 2 回行った場合（例えば，内シャン
ト血栓除去を行ったが開通せず，内シャント再作成を
続けて行った場合），多くの委員の先生は，同一視野
であるので，高額であるほうの内シャント設置術の点

数しか請求できないという解釈でしたが，ある先生が，
数センチでも手術視野がずれていたら，両方とも請求
できると言われた先生がおられました．しかし，これ
に関しては多くの先生は認めていないという結果でし
た．

また，同一日に左上肢の血栓除去が失敗し，右で新
規に内シャント設置を行った場合に関して，一部の県
では，左の血栓除去が失敗しているのだから，右の内
シャント設置術しか認めていないという意見がありま
した．ただ，これに関しても診療報酬は成功報酬では
ないので，両方とも必要性のコメントがあれば認めて
いるという県が多かったです．

さらに，同一日に，先ず内シャント血栓除去（また
は PTA）を行って，その後透析を回すが，再度詰ま
ってしまって，同じ腕で内シャント作製を行った場合，
すなわち同一日，同一視野ではあるが，二つの手術の
間に透析を回すような時間が空いている場合に，どの
ように取り扱っているかに関して議論されました．こ
の例に関しては，認めていいのでないかという意見が
多数でした．

しかしながらシャント手術の請求に関しては，各県
でさまざま取り扱いが異なるということがわかりまし
た．ある県では，1 カ月に 1 回のシャント手術しか認
めていないというところがあることもわかりました．

2　要望事項

今回も 58 件という多数の要望がありました．以下
に診療行為別に要旨を記します．

2-1　基本診療料

①　入院中の患者が他科受診で入院基本料の 30％
カットは納得できない．総合病院ではないので，
入院中の患者は眼科等の受診が必要．30％ カッ
トされるのであれば，診療情報提供料 250 点は算
定できるようにしてほしい．

②　透析のクリニックで一般病床の場合，1 日の入
院基本料が低すぎます．外来で急変して入院する
場合，これが長期になる場合（軽度→中度）病院
がとってもらえない場合が多く，やむなく入院し
ています．このままでは病棟は止めざるをえなく
なり，透析クリニックの場合，外来のみでは，診
療は続けられない．
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③　療養病棟入院基本料に包括されている皮膚科軟
膏処置を算定できるようにしていただきたい．

④　療養病棟入院基本料を算定している患者で，人
工腎臓に係る注射薬剤（オキサロール注等）は処
置にかかる薬剤料として認めてほしい．

⑤　診療報酬の改定とは少し異なりますが，DPC

病院での「人工腎臓，その他の場合」についても
ご検討いただきたいと思います．DPC 病院でも
人工腎臓が出来高算定できるようになったのです
が，まったく透析を想定しない病名（整形外科疾
患など）での入院手術の場合，「人工腎臓，その
他の場合」は基本の点数 1,580 点を算定するのみ
で，ダイアライザーも算定できず，薬液も算定で
きません．慢性維持透析のほうが点数が高く，ダ
イアライザーも算定できます．手術などの管理を
行う「その他の場合」のほうが点数が低いという
矛盾を感じています．この件もご検討いただけれ
ば幸いです．

2-2　医学管理料

①　透析に伴わない病気に対して服薬，栄養上の指
導を行った場合，特定疾患療養管理料が算定でき
てもいいのではないか．

2-3　検　査

①　エリスロポエチンの使用により腎性貧血の治療
が可能となり輸血の頻度が減っているが，HBs

抗原 HCV 抗体陽性が時々みられる．過去に報道
されたようにウイルス（肝炎）感染等の危険があ
り，定期的に肝炎ウイルスをチェックする必要が
あると思われる．定期的に肝炎ウイルス HBs 抗
原，HCV 抗体の定期的スクリーニング検査を無
条件で認めていただきたい．

2-4　投薬・注射

①　透析患者に合併症も多く，治療に多くの内服薬
を必要とするため，7 種類以上の投薬で，薬剤料
が 90/100 減算，処方料 13 点減算あるいは処方せ
ん料 28 点減算になってしまう．とくに透析中の
糖尿病患者および高血圧症患者については除外規
程を設けてほしい．入院患者における ESA の包
括は厳しい．

2-5　処　置

（1）　ESA 製剤
①　エリスロポエチンを算定できるようにしてほし

い．
②　エリスロポエチン製剤，患者によってはネスプ

など 60 ng，80 ng を必要とする人がいます．高
額であるため，診療報酬に多大な影響があります．
ネスプ，エポジンの使用量の多い人（一定の量以
上の人）は算定できれば助かります．

③　平成 22 年 4 月以降，入院中の患者に対しても
慢性維持透析を行った場合（その他の場合を除
く）包括という扱いになった．入院加療を行う必
要がある患者であるのに，エリスロポエチン・ダ
ルベポエチンについては処置料に包括されてしま
うのはいかがなものか．入院患者に関しては以前
どおりの算定方法がよいのでは．

（2）　障害者加算
①　透析中に血圧低下があり処置する患者（透析時

低血圧症患者）について，「障害者加算」の算定
を認めてほしい．

②　介護が必要となっている高齢の透析患者につい
て，「障害者加算」の算定を認めてほしい．

③　透析患者の高齢化が進み，看護においても外来
透析中の対応が難しくなってきている．このこと
を踏まえ，看護体制加算を外来透析にも導入でき
ないでしょうか．

④　高齢化に伴い認知症患者が増えている．障害者
加算とは別に認知症加算を創設していただきたい．

⑤　長期合併症患者や高齢の患者が増えているので，
障害加算の項目を増やすか，加算点を検討しても
らいたい．

（3）　夜間加算
①　夜間，休日透析に対する点数アップが無いと今

後当院も含め多施設で行わない（行えない）状況
になると考えます（マンパワーの不足，医療従事
者の疲弊，経営困難，他にて）．

②　これ以上，透析治療における診療報酬が下がら
ないようにしてほしい．特に夜間透析を行ってい
ますので夜間加算が減ったり，無くなったりしな
いようにしてほしい．
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③　夜間，休日透析の加算の増点を希望します（夜
間や休日でも，昼間・平日と同じ業務内容である
ため）．

④　「時間外又は休日加算」を維持して欲しい．
⑤　夜間透析における「時間外又は休日加算」につ

いて，始まりが 17 時からではなく 16 時から算定
できないか．当院では夜間の患者は 16 時から 17

時に来院し，21 時までに終了するため，夜間体
制でチームを組んでいるにもかかわらず加算点数
がとれない．

（4）　水質確保加算
①　透析液水質確保加算の点数が低すぎる．
②　透析液水質管理加算の点数を継続していただき

たい．

（5）　HDF

①　on-line HDF の点数が低すぎる．
②　on-line HDF の点数設定．
③　on-line HDF の保険適応に対する適正な点数設

定を．急務！！です．
④　HDF 療法に加算点を付けて欲しい．
⑤　今年度，on-line HDF 承認機器導入を予定して

おりますが，現在の診療報酬について検討いたし
ますと，off-line HDF に比べて非常に厳しいと思
いました．透析液水質確保加算 10 点では，定期
的な透析液の検査費用を賄うにも十分ではありま
せんが，さらに on-line HDF 機器に付随するエン
ドトキシンフィルターを定期的に交換する費用が
診療報酬にはありません．次期診療報酬改定の要
望にもなりますが，on-line HDF の場合には，「人
工腎臓，その他の場合」より高い診療報酬を算定
できるようお願いいたします．

（6）　時間区分
①　透析時間区分のさらなる見直し（5 時間以上

も）．
②　透析時間区分，夜間休日加算の現状維持をお願

いします．

（7）　フサン等
①　維持透析患者がフサン透析をせざるをえない場

合，透析その他で算定を考慮してほしい．
②　フサンも後発品が出ているので，今までのよう

にまるめを開かないといけないような請求法でな
く，自由に使用させて欲しい．日数も限度も設け
ずに．低分子へパリンも同様．

③　高額な薬剤の包括化からの撤廃．
④　フサン透析の出来高算定（2 その他）の条件を

緩和して欲しい．

（8）　透析回数
①　心不全などで 14 回/月を超えて透析に入る場

合の加算を希望します．

（9）　点数全般
①　地方の個人病院での透析治療は，患者の高齢化

や長期治療患者の増加に伴い，介護の必要性が高
くなっている．また，安全な治療のための患者や
環境の管理事項も増えている．安心・安全で治療
の質を担保する診療を目指せるよう下記の診療報
酬の増点と加算の追加を要望します．人工腎臓，
慢性維持透析患者外来管理料，人工腎臓用特定保
険医療材料の材料価格（1）ダイアライザー，エ
リスロポエチン製剤包括の廃止，別途加算の追加．

②　透析手技本体の点数に生食の費用が包括されて
いますが，生食が値上がりしているにもかかわら
ず，本体点数が下げられるのは厳しいので改善を
要望致します． 

③　透析手技点数アップを望みます．以前と比べ，
透析医療機器の高度化，また生活習慣の多様化に
よる透析開始時間のバラつきからのスタッフ負担
増を考えると，点数アップが望ましいのではない
か．

④　これ以上，下げないでほしい．

（10）　食事加算
①　透析時の食事について，支払いが難しいとのこ

とで食事を摂らない患者さんが散見されます．せ
めて，半額の 30 点ほどでも加算点があればと思
います．

（11）　その他
①　急性血液浄化療法で，トレミキシンを 2 時間以
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上やると効果の上乗せが期待できるが，フサンが
2 時間迄しか使用できない．HF でサブラットの
制限があるが，もっと high flow にしたい症例が
ある．

2-6　手　術

（1）　シャント PTA

①　透析シャント狭窄に対して，PTA バルーンカ
テーテルを用いて行う「経皮的血管拡張術」を評
価してほしい．

②　血管結紮術だけではなく，ほかに保険点数を作
ってほしい．点数も低いし，結紮しているわけで
はない．

③　シャント PTA に伴う血管内ステント留置の手
技料の算定，ラージシャントに対する血流減少術
の算定．

④　PTA 手技料（内シャント血栓除去術 3,130 点）
を上げて欲しい．

（2）　その他
①　CAPD カテーテル抜去術を評価してほしい．
②　CAPD カテーテル抜去時の手技料の算定．

2-7　材　料

①　ダイアライザーの償還価格を下げないでいただ

きたい．
②　ダイアライザーのリークが見られたさいに，交

換材料費の請求ができるように希望します．
③　これ以上ダイアライザーの減額の無い事を望み

ます．

2-8　その他

①　「透析シャント血栓症」を傷病名（ICD-10）と
して新規登録してほしい．

②　東日本大震災を理由に，国民の健康に関する予
算（保険点数）を減額しない事！

③　消費税の患者負担あるいは保険点数引き上げな
ど，診療材料費の負担転嫁はできないか．

④　社保の注射薬の請求の仕方が，使用した薬剤毎
でなく，使用した日毎の薬剤でまとめるよう指導
された．非常に煩雑．

⑤　東北大震災を契機に，自家発電装置を兼ね備え
ている施設には，稼動時の加算を希望します．

⑥　マルメ（採血，エリスロポエチン製剤）．必要
な検査，治療を個々にある程度自由にさせてほし
い．

⑦　審査の簡素化をはかるべき．
⑧　減点事由は A～D の分類でなく詳細を知りたい．
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要　旨

第 12 回（社）日本透析医会災害情報ネットワーク
会議は，各都道府県災害情報ネットワーク担当者に加
え，東日本大震災で被災した施設，または被災地で支
援に回った施設の先生方をお招きし，現場の実情を報
告していただいた．また，日本透析医会災害情報ネッ
トワークの東日本大震災での稼働状況から，今回の反
省と今後の活動方法について議論がなされた．

また，本年 9 月 1 に行った災害情報伝達訓練では，
直接本部ホームページに入力いただいた施設数は，41

都道府県 42 地域で，1,167 施設，および中国 5 県と石
川県が独自に行った訓練参加施設数 82 施設を加えて，
計 1,249 施設と，2000 年の訓練開始以来，過去最高の
参加数であった．

はじめに

第 12 回（社）日本透析医会災害情報ネットワーク
会議は，平成 23 年 6 月 19 日（日）午前 10 時より関
係各位 87 名の出席を得，開催された．

本ネットワークは 2000 年の発足以来，芸予地震，
新潟中越地震，福岡西方沖地震，そして能登地震など
で活動してきたが，本年 3 月 11 日に発生した東日本
大震災ではこれまでに経験してきたことのない規模の
災害であったことから，新たな問題点も明らかになっ
た．今回の会議は，各都道府県災害情報ネットワーク
担当者に加え，東日本大震災で被災した施設，または
被災地で支援に回った施設の先生方をお招きし，今回

の活動の問題点について議論がなされた．
本稿では，12 回目を迎えた災害情報ネットワーク

会議と災害情報伝達訓練について報告する．

1　第 12 回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第 56 回日本透析医学会学術集会開催期間中
の平成 23 年 6 月 19 日（日）午前 10 時より，パン・
パシフィック横浜ベイホテル東急アンバサダーズボー
ルルームにて，関係各位 87 名の出席をいただき開催
された（表 1）．表 2 には会議のプログラムを示す．

1-1　委員会報告事項

杉崎弘章医療安全対策委員会委員長より，委員会報
告があった．

本年 5 月に日本透析医会総会にて公益法人化が決定
し，それを受けて日本透析医会災害時透析医療対策部
会が部会から委員会に変更された．本委員会は今年度
より山川智之先生が委員長へ就任された旨の報告があ
った．

1-2　特別講演

特別講演として，山川智之災害対策委員長と武田稔
男災害情報ネットワーク委員，および日本臨床工学技
士会会長川崎忠行先生にご講演をいただいた．タイト
ルおよび要旨は以下のとおりである．

医療安全対策

第 12 回（社）日本透析医会災害情報ネットワーク 
会議および情報伝達訓練実施報告

森上辰哉＊1　武田稔男＊1　岡田直人＊1　申　曽洙＊2　吉田豊彦＊2　山川智之＊2　
杉崎弘章＊3　山㟢親雄＊4

＊1  （社）日本透析医会災害情報ネットワーク　＊2  日本透析医会災害時透析医療対策委員会　＊3  日本透析医会医療安全対策委員会
＊4  日本透析医会
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都道府県 氏　名 施　設　名 職　種

北海道 戸澤修平 クリニック 198 札幌 MD

青　森 三上正治 村上新町病院 Ns

岩　手 岩淵國人 医療法人清和会奥州病院 MD
大森　聡 岩手医科大学 MD
後藤康文 後藤泌尿器科皮膚科医院 MD
沼崎康広 　　　　　〃 CE

宮　城 槇　昭弘 仙台社会保険病院 CE
佐藤壽伸 　　　 〃 MD
宮崎真理子 東北大学病院腎・高血圧・内分泌

学分野
MD

鈴木一裕 援腎会すずきクリニック MD
徳山清之 徳山クリニック MD
秋山勝俊 多賀城クリニック Ns
関野　宏 医療法人宏人会 MD
村上公喜 　　　〃 MD
尾形　裕 　　　〃 MD
江尻　進 　　　〃 CE

山　形 伊東　稔 矢吹病院 MD

福　島 松岡久光 社会保険二本松病院腎センター MD
入谷隆一 財団法人太田綜合病院附属太田西

ノ内病院
MD

荻原雅彦 おぎはら泌尿器と目のクリニック MD
氏家憲一 財団法人星総合病院 CE

栃　木 奥田康輔 医療開生会奥田クリニック
　　　　　 〃
　　　　　 〃

MD
新井美明 CE
越井正太郎 CE

千　葉 江村宗郎 東葛クリニック病院 CE
渋谷泰史 　　　　〃 MD
吉田豊彦 医療法人社団誠仁会みはま病院 MD
武田稔男 　　　　　　 〃 CE

東　京 金子岩和 東京女子医科大学 CE

石森　勇 　　　 〃 CE
山田　明 杏林大学医学部附属病院第一内科 MD
杉崎弘章 医療法人社団心施会府中腎クリニ

ック
〃

MD

和氣政志 MD
篠田俊雄 河北総合病院 MD
富永正志 南大沢パオレ腎クリニック CE

新　潟 成田一衛 新潟大学医歯学総合病院第二内科 MD

富　山 笹山真一 黒部市民病院 MD
山崎圭梨 富山市立富山市民病院 CE
石田陽一 　　　　 〃 MD
水上雅子 みかわクリニック Ns
三川正人 　　　 〃 MD

石　川 石川　勲 医療法人社団浅ノ川
浅ノ川総合病院腎臓内科

MD

越野慶隆 医療法人社団もりやま越野病院 MD

福　井 宮崎良一 藤田記念病院 MD

山　梨 鈴木斐庫人 医療法人社団すずき会すずきネフ
ロクリニック

MD

都道府県 氏　名 施　設　名 職　種

長　野 山下雅弘 （医）慈泉会相澤病院 CE
原田美枝 　　　　 〃 事務

静　岡 菅野寛也 医療法人社団桜医会菅野医院分院
　　　　　　　〃

MD
佐藤栄祐 CE
加藤明彦 静岡県透析施設災害ネットワーク/浜

松医科大学附属病院血液浄化療法部
〃

MD

水口智明 MD

愛　知 山㟢親雄 医療法人衆済会増子クリニック昴 MD
重松恭一 医療法人衆済会増子記念病院 CE

滋　賀 井上一生 社会保険滋賀病院腎センター CE

京　都 橋本哲也 桃仁会病院 MD
松本清美 　　〃 事務

大　阪 山川智之 特別・特定医療法人仁真会白鷺病院
〃

MD
岡田直人 事務
岡村幹夫 寿楽会大野記念病院 MD

兵　庫 赤塚東司雄 赤塚クリニック MD
申　曽洙 医療法人社団五仁会元町 HD クリ

ニック
〃

MD

森上辰哉 CE
関田憲一 服部病院 MD

和歌山 植木隼人 医療法人博文会児玉病院 CE

岡　山 草野　功 医療法人社団福島内科医院 MD
笛木久雄 笛木内科医院 MD
西崎哲一 医療法人社団西崎内科医院 MD
中尾憲一 　　　　　 〃 CE

広　島 大木美幸 土谷総合病院 CE

徳　島 廣瀬大輔 鳴門川島クリニック MD

香　川 小野茂男 （医）社団海部医院 CE

高　知 湯浅健司 医療法人尚腎会高知高須病院 MD
西尾隆志 　　　　　　〃 放射線

技士
谷村正信 近森病院 CE

福　岡 隈　博政 医療法人明楽会くまクリニック MD
本田裕之 小倉第一病院 CE
菰田哲夫 医療法人こもたクリニック MD

佐　賀 力武　修 医療法人力武医院 MD

長　崎 新里　健 医療法人社団健昌会新里クリニッ
ク浦上

MD

熊　本 下村貴文 阿曽温泉病院 MD

大　分 大石義英 社団法人大分市医師会アルメイダ
病院

CE

宮　崎 久永修一 同心会古賀総合病院 MD
澤野文俊 さわの内科クリニック MD

鹿児島 上山達典 医療法人腎愛会上山病院 MD

来　賓 中村　浩 バクスター メーカ
ー

秋澤忠男 日本透析医学会 MD
川崎忠行 日本臨床工学技士会 CE

表 1　参加者リスト
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（1）　講演 1：東日本大震災における日本透析 

医会の対応（講演者：山川智之委員長）
日本透析医会の災害情報ネットワークのシステム構

成はいわゆるホームページであり，web 上で誰もが閲
覧できる災害透析の情報共有システムである．これに
加えて複数あるメーリングリストは，ひとつが被災地，
あるいは支援側の情報を広く共有しようというもので，
今回は非常に多くの情報が集まった．一方，これと別
に災害対策メーリングリストがあり，これは主に行政
の方々にも参加しやすいようにメンバーを絞ったメー
リングリストを作っていたが，今回は周知が十分でな
かったため，ほとんど機能しなかった．また，そのほ
か FAX，電話，衛星電話もあまり使われなかった．

災害対策委員会より，15 時 24 分に災害情報ネット
ワークホームページより，また 16 時 15 分に情報メー
リングリストに被災情報提供の呼びかけを開始した．

震災当日は，東京でも携帯電話がつながりにくく，
携帯メールも同様であったが，多くの書き込みが web

の災害情報共有システムにあげられ，それ以外の情報
はこの日はほとんど得られなかった．災害情報共有シ
ステムの書き込みは非常に多く，457 施設から情報提
供があった．地震発生 6 分後の 14 時 52 分から書き込
みが着き始め，計 44 施設の透析不可の情報があった．
また，意外にも東京，千葉，埼玉，神奈川においても
透析不可が計 20 施設あったが，情報メーリングリス
トには 5 通しか投稿がなかった．

翌日（12 日），少しずつ情報が集まり，山形は県庁
から，青森は県透析医会から情報をいただいた．岩
手・茨城については厚生労働省の疾病対策課経由で情
報が発信された．この日，福島原発が爆発して，
10 km から 20 km の避難区域が設定されたが，避難区
域に富岡クリニックと西病院の 2 施設があった．富岡
クリニックは，今回大規模搬送したいわきの系列でフ
ォローされたが，西病院から情報共有システムに情報
提供があった．この時点ではメーカー経由の情報も大
方が断片的な情報であり，宮城県，岩手県沿岸部，福
島県浜通りの情報はほとんどなかった．

扶桑薬品工業の茨城工場が被災したということがこ
の日に情報として入ってきた．透析医会として，行政
が対応している自治体が岩手，青森，山形であると把
握したので，患者向けの窓口を災害情報ネットワーク
のトップページに掲載し広報した．また，この日の
19 時頃に NHK のニュースで災害情報共有システム
URL が紹介され，ネットワークが 1 時間つながらず，
その後も不安定な状態が続いたが，それにもかかわら
ず，実に 669 施設の情報提供がこの日にあった．

翌日（13 日）の早朝に，14 日から東京電力の管内
で計画停電が行われる方針が発表された．この日，宮
城県の情報を，東北大学宮崎先生よりいただいたが，
福島県は相変わらず断片的な情報であった．岩手県は
岩手医大が県庁と連携して，県としての総括的な情報
をまとめていただけるようになった．秋田・山形はこ

表 2　会議プログラム

 司会：災害時透析医療対策部会長　　申　曽洙
開会挨拶　医療安全対策委員会　　委員長 杉崎弘章
会長挨拶　日本透析医会　　　　　会　長 山㟢親雄
来賓挨拶　日本透析医学会　　　　理事長 秋澤忠男
Ⅰ．特別講演

1．東日本大震災における日本透析医会の対応
 災害時透析医療対策部会　　山川智之
2．東日本大震災における災害情報ネットワークの対応と課題
 災害情報ネットーワーク本部　　武田稔男
3．被災地ボランティアと物資供給について

 日本臨床工学技士会　　川崎忠行
Ⅱ．報告事項

1．被災各県からの報告
2．平成 22 年度活動報告（東日本大震災関連以外） 武田稔男

Ⅲ．協議事項・その他
平成 23 年度活動計画 武田稔男
第 12 回情報伝達訓練実施について 森上辰哉
その他

閉会挨拶　災害時透析医療対策部会 山川智之
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の日停電が復旧して，全施設の透析が可能になったと
いう報告があった．この時点で山形県から受け入れキ
ャパシティーの問題が危惧されたが，宮城県からの透
析患者の受け入れを行うという申し出があった．また，
この日は断水，物品不足，燃料不足という情報が入っ
てきた．断水あるいは燃料は医会として対応しかねる
が，物品についてはメーカーおよび卸業者に対して情
報提供を行い，また緊急追加配送の依頼状を日本透析
医会から発行するという対応をした．

福島第一原発第 3 号機の水素爆発があった 14 日は，
この時点でも福島県下の情報は乏しかった．宮城県は
宮崎真理子先生から情報メーリングリストに情報発信
を定期的にしていただけるようになり，山形県では伊
東稔先生が窓口になっていただいて，伊東先生・宮崎
先生の連携で域外搬送の枠組みができあがった．この
日（震災発生 4 日目）は，日本臨床工学技士会を中心
に，日本透析医会，日本腎不全看護学会が連携を取っ
て，ボランティアを被災地に派遣することを決定した．
この頃から情報が溢れてきたので，各県コーディネー
ターを設置して受け入れ窓口の調整に当たっていただ
いた．この日，情報共有システムは 758 施設の情報提
供があり，結果的にこの日がピークとなった．

5 日目（15 日）は福島第一原発で爆発があり，
30 km 屋内避難の指示がでたが，南相馬市の 2 施設が
範囲内に含まれた．広域搬送計画について，受け入れ
先は原発と計画停電の影響を考慮し，計画停電の予定
されていない，かつ搬送に原発が障害にならない北海
道に決定した．宮城県も沿岸部の復旧の見込みのない
施設が多数あり対応が必要で，この時点で福島県から
の患者受け入れは困難であることが表明された．富山
県透析医会では，南相馬市の小野田病院から透析患者
の受け入れ依頼があり，18 日に 14 名が移動した．

16 日には，宮城から札幌の搬送が最大受け入れを
入院 100 名に決定した．この日に厚生労働省から各都
道府県担当宛に，被災地の透析患者等の受け入れ体制
の確保等について提言があった．また，この日に日本
透析医会では，被災地の施設の支援のための募金活動
を行うことを決定した．

17 日には，いわき市からの患者を新潟・東京・千
葉が受け入れた．いわき市から東京都および千葉県へ
の移動については民間バスを手配した．PD 患者の受
け入れについては，公立相馬総合病院から情報メーリ

ングリストに直接相談があり，福島のコーディネータ
ーとして荻原先生が中心になって受け入れることにな
った．いわき市の残った入院患者については，19 名
を山形県に移送した．日本臨床工学技士会からボラン
ティア派遣がこの日にスタートした．また，日本腹膜
透析医学会より被災地周辺の PD 受け入れ施設の情報
提供を情報メーリングリストにいただけるようになっ
た．

18 日は受け入れ自治体の協力が各都道府県で着実
に進み，兵庫県および石川県から透析患者の受け入れ
の申し入れがあった．また，宮城から北海道への移送
は 22・23 日に決定した．

19 日は，津波で消失した南三陸の志津川クリニッ
クの高橋院長から 4 名の行方不明患者についての照会
が情報共有システムに書き込まれた．これを転送して，
瞬く間に 2 名が山形県内の病院に入院していることが
判明した．

21 日，コーディネーターが把握している範囲での
被災県からの受け入れ状況は，個々の移動を含め約
2,000 名の患者が移動していることがわかった．

23 日には，金町浄水場から暫定規制値を超える I131

を検出したということで，医学会と医会の理事長・会
長が協議し，連名で見解を出した．

4 月 6 日には，NHK ニュースで，政府が病院や高
齢者施設に，自家発電設備を整備する費用の一部を助
成する方針を固めたという報道があった．これを受け
て，日本臨床工学技士会に，計画停電の影響と自家発
電の整備状況を緊急調査していただいた．この結果を
添えて，8 日に厚生労働省宛てに，山﨑会長名義で透
析医療施設に対する自家発電機の優先設置のお願いを
出した．

情報共有の重要性にポイントを絞った情報ネットワ
ークのあり方というのは，私（山川）はきわめて正し
かったと思っている．ただ，ネットワークの機能につ
いてはいろいろな問題があった．情報メーリングリス
トの普及度は医会の会員のみということにしているが，
認知度の問題もあり，今後会員の入会率も含めて改善
していかなければならない．

受け入れ体制は，今回，結果的には無駄が多かった
と思われる．しかし，多人数の患者の受け入れには自
治体の協力がやはり不可欠であり，今後議論が必要に
なる．また，災害に備えた準備のあり方の検討という
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観点からは，インフラや離脱方法・避難方法など，こ
れほどの数の規模で被災した実例はないので，これを
きっちり調査したいと考える．

（2）　講演 2：東日本大震災における災害情報 

ネットワークの対応と課題（講演者：武田稔男）
3 月 11 日 の 14 時 46 分 に 大 震 災 が 発 生 し，翌 日

NHK にこの URL を流したところ，アクセスが集中し
て，ホームページが応答不能になった．直ちに管理会
社の担当者に設定変更の依頼をしたが，ほぼ半日程度
不安定な状態が続いた．ホームページも携帯電話には
十分な対応をしておらず，アクセスできない状態が続
いたが，会員登録をされた方々には本部のホームペー
ジだけでも携帯電話に対応できるように，その日の夕
方から対応した．

16～18 日は，登録データが多くなったため，同一
施設の重複データを一時削除するという作業をした．
21 日にさらに登録データが膨大になったので，これ
は全登録情報一覧のページを 100 件ずつに分割表示す
るようにして，また登録施設一覧ページを都道府県別
にするなどして，できるだけ細分化するような変更を
しようということで対応した．さらに全登録情報一覧
ページに検索機能を付けて，ある程度検索の条件に合
ったものだけが表示されるようにして，スピードアッ
プを図るようにした．その他，随時対応として，その
他の情報ページにメールでいただいた PD の関連情報
などを登録する作業を行い，メーリングリストのメン
バーの追加・変更・削除を随時行った．情報登録に関
する問い合わせも結構あった．

このシステムそのものがどの透析施設からも登録が
できるような設定で，いわゆる ID とパスワードを入
れて透析施設名を確定するような方法にしておらず，
施設名の重複は訓練でも注意を促していたが，今回も
重複登録が少なからずあった．そのために登録名の修
正に時間がかかり情報の集計に手間取った．

この震災での問題点・課題として以下のことがあげ
られる．

まず第一に，アクセス集中によってホームページが
一時対応不能になったが，現システムが過負荷状態に
なった場合，バックアップサーバーおよび副本部のシ
ステムも持っている．しかし，現在はすべての機能を
メインのサーバーで行うようなことになっているため，

一つのサーバーに機能が集中して重くなる．メーリン
グリストには 700 アドレスが登録されているので，一
つのメールを送るのに 30 分近い時間がかかる．今後
の課題として，ドメインを別にして，別々に動かすと
いうような負荷を分散させるような対応が必要になる．
また，ホームページが携帯電話，スマートフォンに対
応しておらず，全国版のホームページについては 13

日に対応した．
第二に，施設データ登録の不正確さが問題となった．

また，収集項目や収集方法が適切であったかは今後検
討が必要であり，今回の震災を教訓に情報の質および
種類を新たに標準化する必要がある．

また，緊急地震速報との連動については，3 月 11 日
のシステムの不備から連動できていなかったが，以降，
震度 5 強以上の地震に対して緊急地震速報と連動して
メールが配信されるようになった．地図データの利用
も登録や更新の仕組みを確立させて用いれば，さらに
有用なアイテムになるであろう．

（3）　講演 3：被災地ボランティアと物資供給に 

ついて（講演者：川崎忠行先生）
震災発生直後から，日本臨床工学技士会にも情報が

入っており，技士会として何かお手伝いできないかと
いう状況であったが，3 月 13 日に東京電力が計画停
電を関東で行うということで，まったく数日間はこれ
に振り回され，早朝から深夜まで透析室では目の離せ
ない状況が続いていたために，実際に被災地への応援
が少し遅れた．

まず，日本臨床工学技士会としてホームページのト
ップ画面に震災の情報を流した．3 月 18 日から 19 日
にかけて山形からボランティア要請があり，千葉県か
ら計 3 名が車で現地入りした．しかし，急遽ボランテ
ィアが中止となったため，医会からの要請で仙台およ
びいわき方面の視察に赴いた．19 日には，医療施設
でのスタッフの食糧や生活必需品が足りないという情
報が入り，また被災地の物資不足の情報も目の当たり
にした．そのため一旦帰宅して，あらためて食糧等支
援物資を車に積み込み，再度大船渡・陸前高田方面へ
向かった．

3 月 28 日には，山﨑会長とも相談した結果，日本
臨床工学技士会の会議室を使用して支援物資供給セン
ターを立ち上げた．その目的としては，あくまでも医
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療職の医療機関へサポートしようということで，ボラ
ンティア派遣と支援物資供給システムを考案した．

一番目にボランティアについては以下のように活動
した．透析医会の災害情報ネットから情報をいただき，
ボランティアを派遣する側の施設の登録者に対して調
整を行う．その後，現地と実際のボランティアとの調
整を行うという作業を開始した．これらボランティア
活動について，ボランティア保険に加入し，また臨床
工学技士の場合は臨床工学部損害保険の加入を確認し
て，業務上のトラブルに関しての保障も視野に入れた．
また，施設管理者に自施設職員のボランティア派遣に
理解いただき，出張命令等があると労災保険も適用さ
れるので，より保障の枠が拡大することを伝えた．

また，われわれは中越地震のさい，2 日後の月曜日
には現地に入り，実際に透析室で活動した．基本的に
ガソリン不足であったことと，まだ 3 月で雪が残って
いたことなど，移動手段に関しての障害があったこと
は否定できないが，今回の現地入りは 1 週間後と，大
幅にスタートが遅れたことを反省している．また，ボ
ランティアの移動手段についても今後考えていかなけ
ればならない．

二番目に物資支援については，被災地の過酷な状況
において医療活動を行っているスタッフへの支援とい
うことに限定した．また，並行して日本血液浄化技術
学会からもレトルト食品も送付された．支援物品は，
食料品および生活用品が中心で，全国の透析施設 145

施設を中心に送られてきた物資を整理すると，大箱換
算で 1,430 箱にも上った．これらをトラックをチャー
ターして直接届けたり，また宅配会社が機能し始めて
からは宅配便を利用して物資を届けた．各地から送っ
ていただいた支援品を仕分けする作業が相当量になり，
延べ 104 名ものボランティアの方々に作業にあたって
いただいた．

今回の支援物資供給にあたっては，全国の多くの関
係者のご協力をいただかなければ，なしえなかった．
支援物資を送付していただいた方，またボランティア
として作業にあたっていただいた方々に感謝したい．

1-3　報告事項

報告事項は，東日本大震災の被災地からの報告と，
東日本大震災以外の活動報告（平成 22 年度活動報
告）とに分けて報告があった．

（1）　被災各県からの報告
①　岩手県（報告者：岩手医科大学，大森聡先生）
今回，岩手県は幸いにも県外への多数の透析患者の

避難をなんとか回避して，県内で収めることができた．
震災前の県内の透析状況は，全 45 施設で，昨年 9 月
の段階では約 2,752 人の患者を診療していた．全体と
して新幹線沿線の内陸に施設が多く，沿岸が少ない状
況である．

実際に震災での施設の被災状況を報告する．まず，
地震そのものの影響で停電または断水による一時的に
透析が不能になった施設は全部で 14 施設であったが，
地震そのもので組織が大きく損壊してしまって使えな
くなってしまった施設は幸いなかった．

今回の震災は地震の後に津波が来た形で，この沿岸
が大きく被害を受けたが，実際に津波の被害を直接受
けた施設は 2 施設であった．うち一つは宮古市内の民
間施設で，1 階が完全に水没してしまい，もう一つは
高田松原の施設で，ここは床上浸水であったと聞いて
いる．ただ結果として，どちらの施設も施設自体の致
命的な損壊には至らなかったというのが被災直後の施
設状況である．

宮古を襲った津波によって，沿岸部から 500 m く
らいのところにあった施設は完全に水没した．1 階は
このような状況であったが，幸い自家発電装置を屋上
に置いており，2 階以上にある透析室はほとんど無傷
の状態であった．結果として，すぐに消防が駆けつけ
水を供給してもらえたために，水没をした地域ではあ
ったが，翌日の午後から透析を再開することができた．

急性期の状況については，施設としては致命的な損
壊がなかったということと，ライフラインの確保が比
較的スムーズであったので，3 日以内にそれらの地域
の回復が行われ，長く透析が不能になっていたのは 2

施設のみであった．主要な交通ルートの遮断がなかっ
たので，患者の移送も支障なく行われた．

大きく被災した三地域，三つの医療圏から，宮古は
主に盛岡へ，釜石地域は北上・花巻を中心とした中部
と一部盛岡へ，気仙地域はその南，一関等を中心とし
たところから中部・盛岡へと患者が移動した．もう 1

点，調査をしていてわかったのが，宮城県北部の気仙
沼の地域からの患者の移動があった．この患者につい
ては，この両磐地域，特に千厩病院が非常によく頑張
っていただき，ここが一つの防波堤になって受け止め
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てくれた．急性期に関しては，被災地の患者を内陸に
移送して透析をする能力がなんとか保たれたというの
が岩手県の状況である．

情報については非常に錯綜した状態であったが，岩
手腎不全研究会として県庁に直接担当者が赴いて，行
政と一緒にマネジメントをした．その中で主な対応は
以下の 3 点である．1 点は情報伝達，もう 1 点は物資
の供給の調整，もう 1 点は通院環境の維持である．

情報伝達については，県内は通信がかなり遮断され
ており，実際にメーリングリストのような形で情報を
取ったり，交換することができなかった．結果として，
連絡の取れるところには毎日こちらから電話を掛け，
被害状況等を収集した．さらに連絡が取れないところ
については業者等に協力してもらい情報を収集し，こ
れらの情報を基に状況のシートを作り，患者や物資の
マネジメントに用いた．情報を発信するようになって
から県内の混乱が収束していったが，情報を発信する
ことが安心につながって，風評の流布の防止になった
と考えられた．

2 点目は物資の供給で，これはすべての透析に関わ
る業者に集まってもらい，業者連合を作って対応窓口
を一本化した．さらに対応窓口を一本にすることで，
各業者が個別でやっていた行政の手続きおよび発注な
ど，面倒な流れを完全に県の管理下から外して手続き
を簡素化し，さらに共通の透析物資の集積地を確保し
た．

3 点目は被災患者を受け入れていただく施設の入院
のキャパシティーと，通院の場合は宿泊場所の確保，
さらには宿泊場所から治療を受ける施設への通院手段
の確保等，総合的な患者マネジメントである．行政に
車と燃料の手配をお願いしたり，各自治体に徒歩通院
が可能な避難所の設置をお願いしたりしたが，このよ
うに対応していてわかったことは，すでにいくつかの
地域では，医師会や民間病院が市町村に働きかけをし
て動いていることであった．対応してくれる市町村に
はかなり温度差があったが，対応の早い地域ではバス
や燃料を確保していただいた．問題としてみていた過
疎の県北地域については，避難所の確保がなんとか行
われ，宮古地域では消防団による自主的な送迎が行わ
れた．このような各地の対応により，なんとかガソリ
ン不足を回避しているうちに状況が好転し，県と市町
村の窓口の連絡体制が構築されたことが好結果につな

がったと考える．
今回岩手県が幸運であったことは，施設の損壊がき

わめて少なかったことが一つあげられる．また，3 年
前に宮城内陸地震や岩手の北部の地震など，震度 6 程
度の地震を経験してきたことが予行演習になった．ま
た，行政を使った情報や透析の物資をなんとか一元に
まとめて管理できるように対応できたことも一つの要
因であったと思う．この中には，やはり民間の業者の
方々の大きな働きがあった．

最後に，現場の医療スタッフの献身的な努力があっ
て，全体として県内で透析を収めることができたと考
える．この場を借りて関係各所の方々，および県外か
ら多くのご支援をいただいた先生方に深く感謝を申し
上げたい．

②　宮城県（報告者：東北大学，宮崎真理子先生）
地震発生当初は 9 施設しか動かなかったが，当日は，

最も被害の大きな地域に位置する石巻赤十字病院の支
援が大変効果的であった．6 月 19 日現在では，まだ 2

万人台の避難者がいるような状況が続いており，避難
している住民はまだまだ多い．沿岸部では二晩明けて
もこのような状況で，二晩アパートの上階で飲まず食
わずで救助を待っていた透析患者もおられた．

気仙沼市立病院で患者を他の地域に避難させるとい
う決定をし，15 日の夕方くらいにようやく衛星電話
で連絡が取れて，福島方面は原発もあるので，行き先
は北海道に決定した．北海道では，オンデマンドに支
援するという方針がすでに決まっていたので，歩ける
人なら，どんな人でも受けるという連絡をいただいた．

19 日にそのまま北海道に行ってもらおうと思った
が，日が短くて無理であることがわかり，連休明けと
いう結論になった．17 日の夜中くらいに，避難場所
を確保するのが難しいのでかなり困ったが，この間，
情報の共有ということで，透析医会の本部からは随時
重要なポイントを教えていただいた．関係個所がだい
たい 7, 8 カ所あり，あとはとにかく患者さんの状態を
チェックして，パニックになっていないかとか，北海
道に持って行ってはダメな疥癬などになっていないか，
またはインフルエンザではないかなど，いろいろと調
べつつ送り出すことができた．

20 日は大学の駐車場からバスで出発して松島基地
に到着し，バスから自衛隊の輸送機に乗って北海道に
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向かった．その後は戸澤先生に引き継ぎ， 道内 24 カ
所の医療機関に診ていただいた．

我々の大学では，透析患者を一つの病院で 80 人入
院させられたということであった．この NCO を行う
に当たって，情報管理が非常に的確であったと県災害
対策本部の先生にコメントをいただいた．

③　 福島県（報告者：おぎはら泌尿器と目のクリニ
ック，荻原雅彦先生）

福島県の透析医療は少し他の地域と異なっている．
岩手県に次ぐ大きな県であるため，中通り，相馬・い
わきを含む浜通り，および会津地区の 3 地区でまった
く別の医療圏が形成されている．加えて，災害拠点を
含む公的病院が透析ベッドをほとんど持っていないの
で，民間病院に負うところが非常に多かった．また，
日本透析医会福島県支部に加入している透析施設が残
念ながらほとんどなく，透析医会の連絡網が非常に菲
薄な状況であった．

各地区別に置かれた状況は，浜通りにおいては被災
地区であったことに加えて，原発行政が迷走すること
で避難地区が相次ぐ変更を余儀なくされた．さらに原
発風評に伴い，いわき地区では医療崩壊を来たし，大
量の透析難民の患者が出現した．被災地区としては，
透析施設の甚大な被害や透析業務中に発生した災害で
あったことや，ライフラインの喪失，透析物品の窮迫，
患者の安否確認，電力不足等，問題が多くあった．こ
れが今，オンゴーイングの問題である．

震災当日，原発が水素爆発に伴い 3 km の避難指示
が出て，次の日には 10 km，同日に 20 km，15 日には，
今度は 20 km から 30 km の間の屋内退避勧告がでた．
4 月 21 日には，この 20 km 以内が立入禁止となる警
戒区域．22 日にはこの 20 km から 30 km を超す範囲
の飯館村や葛尾村が計画的避難区域となった．さらに
は 20 km から 30 km と重ならない部分も，緊急時に
は避難できるようにしておく旨の緊急時避難準備区域
として設定された．この中には富岡クリニック，西病
院が 20 km 範囲内で，南相馬市の大町病院および小
野田病院が 20 km から 30 km の屋内退避勧告の地域
となった．また，原発から 40 km 以上離れているい
わき地区では，3 月 15 日以降に避難区域でないにも
かかわらず，患者・医療者の双方が自主避難という状
況に至り，約半数の患者の大量移送を行ったが，100

名を超す患者が透析難民としてそこに取り残されてし
まった．

中通り，福島，二本松，および郡山に関しては，被
災地であるとともに後方支援施設として避難患者の受
け入れを行ってきた．震災直後は診療圏内の患者を多
く引き受けたが，直後には相馬・双葉地区，あるいは
いわき地区の透析難民を震災の時期に応じて一時的あ
るいは継続的な収容を行った．

会津については，被害はさほど甚大ではなかったの
で，後方支援地区としてバックアップを行うこと以外
に，今度は山形県や新潟県，あるいは東京に避難する
患者の中継地として一時的な透析の引き受けをする必
要もあった．これは患者の移動をスキームにしたもの
であり，福島県内には約 4,000 人の患者がいるが，い
わき地区の 1,100 人，相馬・双葉地区の 400 人の計
1,500 人が移動したと予想されている．

後方支援の状況については，県透析医会としての活
動がなされていないが故に，患者の移動がすべて，各
施設間の連絡あるいは患者直接の情報となっていた．
そこで福島県ではネットワークの組み換えを行った．
具体的には，震災直後に自然発生的に県北，会津の 2

地域で独自のネットワークが形成され，日本透析医会
の災害情報ネットワークとリンクすることを始めた．
かつて存在していた日本透析医会福島県支部のコーデ
ィネーターを一掃し，県北・会津では独自のネットワ
ークをそのまま継続し，県中・県南およびいわきにつ
いては，災害情報ネットワークの登録情報を基にして，
施設・患者管理，機材確保が運用できるようになった．

PD については，福島県は腹膜透析患者の診療エリ
アが多く，通院距離が長い患者も多い．腹膜透析をし
ているドクター間の連携が非常に密であるという特徴
があり，それを基に自宅が損壊していないか，ライフ
ラインが確保されているか，避難の必要があるか，通
院施設が稼動しているか，または通院が可能かを基に
決定した．腹膜透析も莫大な機材を必要とするので，
福島県においては当施設に設立した約 30 坪ほどの備
蓄基地を利用して，常時払い出しができる体制を整え
た．また企業の宅配システムも震災後わずか 10 日目
には再開された．自宅損壊がある場合，あるいは避難
の必要性がある場合には，後方支援病院へ速やかに移
動するとともに，企業が一時避難先，二次避難先と，
各転居先に自ら機材の供給をしていただいた．
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腹膜透析については，排液，尿毒素の状態が安定し
ているため，血液透析ほど時間の切迫性がないこと，
あるいは医療側の震災，いわゆるハードにかかわらず，
腹膜透析の機材の物流が安定していれば外来管理が可
能であったこと，また，通院頻度が少ないため診療エ
リアを広げられる利点があり，我々の施設では診療エ
リアが約 60 km と広域であった．

今後の課題については，まだ解決しない原発の問題，
その後方支援をいつまでやらなければいけないのかと
いうことがある．加えて，実際にまだ 4 施設，原発絡
みで透析の稼動の目処が立っていない病院があり，そ
の地域医療として透析がいつ再開できるかということ
であり，これは行政の問題も含んでいる．あるいは，
今も多くの患者が地震や原発により避難をしているの
で，その患者の心のケアや食事療法や合併症管理，ま
たは避難所から病院への通院手段というものがまだま
だ問題として残っている．

我々はその原発問題がクリアになっていないので，
慢性的に疲弊した状態になっている．それに伴って，
我々もリフレッシュする必要があるということを痛感
している．

（2）　平成 22 年度活動報告（報告者：武田稔男）
平成 22 年度災害時情報伝達活動について，地震発

生時の情報収集活動開始震度を，これまで震度 5 以上
を活動の基準にしていたが，平成 22 年 4 月 1 日から
震度 5 以上から震度 5 強以上へ変更した． 

10 月 21 日には，奄美地方で集中豪雨があり，患者
の通院が一時困難という情報を流した．年が変わり，
2 月 1 日に新潟県で豪雪があり，この時も災害救助法
が適用されたため，情報を流した．

東日本大震災の翌日に，長野県北部を震源とする震
度 6 強の地震，および静岡県東部を震源とする震度 6

強の地震が相次いで起きた．これについても多少混乱
はあったが，これらの地震に関する各地からの情報を
登録した．

その他，昨年 9 月 1 日に全国の情報伝達訓練を行い，
40 地域，1,180 施設の参加をいただいた．参加地域は
一昨年に比べて 4 件減少したが，参加数は過去最高と
なった．この訓練は，平成 22 年 8 月に移行した新サ
ーバーで行った．これは一昨年の訓練時に，一時サー
バーの不具合で動作しなくなったことがあったためで

ある．このようなトラブルはぜひ避けたいので，急遽
サーバーを変更した．この訓練がうまくいったことに
より，今回の東日本大震災でスムースに情報伝達が行
われた．これに伴い，災害情報ネットの専用サーバー
の更新などの管理を行った．また，メーリングリスト
の管理も行っており，5 月現在で情報 ML が 726 アド
レス，対策メールが 132 アドレスの登録がある．

1-4　平成 23 年度の活動計画

（1）　活動方針と課題
東日本大震災の対応に関する調査・検討を，まずし

なければいけない．災害時情報伝達活動としては，引
き続き情報伝達活動を行うということと，新しく災害
情報ネットワークの専用サーバーを，東日本大震災の
教訓を生かした形で機能の変更や利用の拡大を行って
いく．

第 12 回の情報伝達訓練については，予定通り 9 月
1 日に開催する予定であるが，まだ東日本大震災関連
の情報伝達が継続中（7 月 11 日に終了）で，いった
ん情報収集を終了させてから訓練に臨みたい．訓練以
降の予定として，メーリングリストの運用，地図デー
タ利用の拡大，災害情報ネットワークの連絡先の拡充，
さらに他施設との連携手段を開発することがあげられ
る．

以上に加えて，山川智之委員長から次のような補足
説明があった．

災害情報ネットの運営体制の見直しについて，東日
本大震災の対応に関する調査であるが，後世に伝えな
いといけないことはたくさんあると思う．これは医学
会でも統計調査委員会を中心にある程度やっていきた
いという話もあるが，医会は医会として，なるべく進
めていきたい．

災害情報ネットワークの運営体制の見直しについて，
今回このような非常に大きな震災があって，その対応
でかなり事務局あるいは災害情報ネットワーク本部も
大変だったが，1999 年から，今のシステムの基本と
なる部分を設計・運用していただいたのが情報ネット
本部の武田氏であった．ただ武田氏も病院の中で，非
常に今まで以上に重い職務を背負っているということ
もある．もう一つは，1 人に頼っているというのは，
非常にそれ自体がリスクマネジメントとして問題では
ないか．これは以前からそのような話をしていたが，
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今回，震災があって，いろいろな運営上の問題等もは
っきりしてきたので，今後検討していきたいと考えて
いる．

（2）　参加者からの意見・質問
①　意見 1（仙台社会保険病院腎センター，佐藤壽

伸先生）
実際に震災の最中にいて，この情報ネットワークを

見るのは震災が起きてから 3 日目，あるいは 4 日目で
あった．なぜ見られなかったかというと，震災の最中
にいると，いろいろなことが刻々と変わっていき，そ
の都度変わった状況に対応して，対策を立てていくこ
とになる．

最中にいる人間にとっては，もうちょっと高所から
情報を整理することがなかなか困難であり，同じこと
がもし首都圏で起きた場合には，恐らく担当している
先生方というのは，ネットに関わる前に目の前の患者
に対する対応をしなければならなくなると思う．そう
いうさいには，ぜひその情報を整理する人をなるべく
早い時期に現地の基幹病院に送っていただけると，
様々な情報が外へ向かってリアルタイムで発信できる
と考える．

②　意見 2（すずきネフロクリニック，鈴木斐庫人
先生）

石巻のある施設は，地震発生から通信手段が途絶え
た 3 日間孤立無援だった．携帯，MCA 無線も繋がら
ず，結局，DMAT の隊員が持っていた通信衛星の通
信機を借りて，やっと被災していることが周りにわか
ったそうである．その 3 日間，何の情報も出せなかっ
たことで，無事であると思い込んで救援が来なかった
という話を聞いた．結局，大きなネットワークを構築
しても，自分の周りのネットワークが一番大事であり，
衛星携帯電話が絶対に必要である．それは各県単位で
整理すると，横のネットワークで連絡が取れるという
ことである．山梨では県の予算を数千万円獲得して，
衛星携帯電話を各施設に配置する予定である．そうす
ることにより一斉配信もできるし，すぐにお互い連絡
が取れるということを計画している．

③　質問（藤田記念病院，宮崎良一先生）
福井県は原発が多くある県であり，その周辺には県

内患者の 4 分の 1 くらいが集中しており，そこでもし
何かが起こると 600 人くらいが透析難民になると予想

される．今回いわき市でも 1,500 人が県外に搬送され
たということであるが，大規模搬送に対する何か取り
決めはあったのか．日本透析医会を中心に振り分けさ
れたのか．
● 回答（山川智之委員長）

取り決めというのは実際難しい．今回も宮城から北
海道に行ったのも，その時の状況で現地の先生，北海
道の先生で決定した．刻々と変わる状況の中で，その
時の状況を受け止めて，行政と調整しながらやってい
くというのが透析医会ネットワークの役割だと考えて
いる．
● 補足（杉崎弘章委員長）

患者の搬送については一応のルールがあり，県内の
搬送については県の行政が担当し，県外への移動は国
の災害対策本部（内閣府）が担当している．県知事か
ら国の災害対策本部へ依頼をすると，国の災害対策本
部（内閣府）から自衛隊へ行き，活動できることにな
るということを今回確認できた．

（3）　お金の支払い，支援金等について
今回の大地震に伴い発生した支払い，請求等につい

て，山﨑会長から補足説明があった．
①　患者の一部負担金
いわきから被災患者が送られた東京の転院先で，患

者の自己負担の一部負担金を請求されたそうである．
ルール上では，東京の施設は一部負担金を請求するこ
とができるが，実際に支払われた方がおられた．改め
てその時に厚生労働省に確認したが，被災地として認
められている施設の患者については，一部負担金はい
らないという通知は出ていた．

②　医療費の請求
阪神・淡路大震災の時にもそうであったが，被災さ

れた施設が医療費の請求をどうするのかという問題が
あった．阪神・淡路大震災の時は，伊勢湾台風方式と
いい，伊勢湾台風の時に医療機関が流れてしまったも
のに関しては概算請求が行われた．それに引き続き，
阪神・淡路大震災の時も概算請求が行われた．最終的
には厚生労働省が関与して，前年の 10 月・11 月分の
その施設の 2 カ月間平均の 1 日当たりの請求額を出し，
診療実日数に基づいて支払われた．

③　支援金
支援金については，日本透析医会が窓口を設けさせ



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 3　2011408

ていただいた．阪神・淡路大震災の時には公益増進法
人であったので，無税で寄付をいただいた．今回，今
年改めて特定公益法人の申請をすることになっており，
日本透析医会は公益法人の無税扱いの寄付を扱う法人
になっていないが，総額 1 億円余りの寄付の中から，
8,000～9,000 万円を被災地に対して送らせていただい
た．

ご支援をいただいた全国の多くの透析関連施設に感
謝したい．

1-5　第 12 回災害時情報伝達訓練

災害時情報ネットワーク副本部の森上辰哉より説明
を行った．

今年度も，これまでの情報伝達訓練と同様に行う予
定である．訓練詳細は，以下のとおりである．

（1）　目　的
地域における災害対策の拡充と地域情報ネットワー

ク・地域情報システムの周知拡大．

（2）　方　法
①　日時：平成 23 年 9 月 1 日　木曜日　10：00～

23：00

②　地域における情報伝達網を活用して，地域情報
伝達用ホームページまたは本部ホームページ

［http://www.saigai-touseki.net/］に施設情報を登
録する．

③　訓練にあたっては，各支部において策定した訓
練のシナリオに従った情報，または各施設で任意
に想定した情報を送信する．

④　多くの施設が参加できるよう，支部において
FAX やメールを使うなどして収集した情報も登
録して，集計に役立つものかどうかを確認する．

⑤　施設名入力の精度やサーバー動作の評価も行う
ため，可能な限り複数回の情報送信と集計結果の
確認をお願いする．

⑥　参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わ
ずすべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送
信も受け付ける．

1-6　提案事項

ボランティア派遣業務の件について，杉崎弘章委員

長より提案があった．
日本透析医会，日本臨床工学技士会および日本腎不

全看護学会で行っているボランティア活動について，
本年 5 月末日で宮城の石巻赤十字病院の派遣が終了し，
全派遣予定が完了した．その後リクエストがなく，今
登録していただいている方々には，現在まだ待機して
いただいている状態である．現在の状況を考えて，今
後必要な時があれば新たに組織するということで解散
を提案したい．

この提案について承認された．

2　第 12 回災害時情報伝達訓練活動報告

2-1　訓練の概要

平成 23 年 9 月 1 日（木曜日）10～23 時，今年度も，
①地域における災害対策の拡充，②地域情報ネットワ
ーク・地域情報システムの周知拡大を目的に，情報伝
達訓練を行った．方法は例年通り，地域における情報
伝達網を活用して，地域情報伝達用ホームページまた
は本部ホームページ［http://www.saigai-touseki.net/］
に施設情報を登録した．

また，支部災害情報ネットワーク委員の中で，イリ
ジウム衛星携帯電話が配備されている施設の各担当者
には，本部および副本部一般電話との通話と，災害情
報本部宛に電子メール送信を行った．

2-2　結　果

（1）　参加施設数
参加施設は直接本部ホームページに入力いただいた

施設数は，41 都道府県，42 地域で，1,167 施設，およ
び中国 5 県と石川県が独自に行った訓練参加施設数
82 施設を加えて，計 1,249 施設と，2000 年の訓練開
始以来，過去最高の参加をいただいた（表 3，表 4）．

（2）　動作状況
この度の東日本大震災では，アクセス集中により，

ホームページが応答不能になったが，同時アクセスの
時間帯がその時には及ばないものの，今回の訓練では
スムーズな通信状況であった．また，東日本大震災発
生時には多くあった重複登録も今回の訓練では比較的
少数であった．
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（3）　イリジウム衛星携帯電話を用いた，通話 

および電子メール送信訓練
2005～2008 年に実施された，日本財団助成事業「災

害時医療支援船事業」により，イリジウム衛星携帯電
話が 16 台配備されている．今回の訓練では，この衛
星携帯電話が配備されている施設の各担当者から，災
害情報ネットワーク本部および副本部一般電話との通
話と，info-center@saigai-touseki.net 宛に電子メール
の送信を行った．

通話訓練では，本部へ 9 施設，副本部へ 7 施設が発
信したが，このうち 3 件で電波の状態が安定せず，音
声が聞き取り難い現象や通話途中で切れるなどの現象
が確認された．電子メール通信訓練では 6 施設がメー
ル送信を実施した．イリジウム衛星携帯電話は，電子
メールに使用できる文字が英数字に限られることや，
通話の受信同様，メール受信のために屋外に出なけれ
ばいけないなどの問題があるためか，全施設周知する

には程遠い結果となった．

おわりに

東日本大震災以降，45 日間で震度 5 弱以上を記録
した国内での地震は，実に 40 回を数える．日割りで
計算すると，概ね 1 日に 1 回国内のどこかで大地震が
発生していることになる．東日本大震災は地震に加え
て津波の被害が甚大で，さらに福島県においては原発
事故がこれに輪をかけ，まさに未曾有の大災害となっ
た．瓦礫の撤去等，被災地の復旧・復興が進まない中，
幸いにも透析医療においては急速に復旧・復興が進ん
でいる．今，我々はこのことに安堵せず，新たな災害
に備えた対策に精力を注がなければならない．その一
つとして，災害時情報ネットワークで明るみになった
問題点を整理して，より有効な情報伝達ができる新た
なシステムを構築していかなければならない．

表 4　災害情報伝達訓練参加施設数（履歴）

参加地域数 参加施設数

第 1 回（2000 年 7 月 7 日実施）
第 2 回（2001 年 7 月 6 日実施）
第 3 回（2002 年 9 月 3 日実施）
第 4 回（2003 年 9 月 3 日実施）
第 5 回（2004 年 9 月 2 日実施）
第 6 回（2005 年 9 月 1 日実施）
第 7 回（2006 年 8 月 31 日実施）
第 8 回（2007 年 9 月 4 日実施）
第 9 回（2008 年 9 月 2 日実施）
第 10 回（2009 年 9 月 1 日実施）
第 11 回（2010 年 9 月 1 日実施）
第 12 回（2011 年 9 月 1 日実施）

18
23
19
25
28
29
35
32
41
42
40
42

  99
 190
 131
 275
 488
 614
 601
 743
 902
1,151
1,180
1,249

表 3　都道府県別参加施設数

北海道＝　5 神奈川＝  20 京　都＝  25 高　知＝  32
青　森＝  15 新　潟＝　8 大　阪＝  94 福　岡＝  98
岩　手＝　1 富　山＝  44 兵　庫＝  38 長　崎＝  10
宮　城＝　7 石　川＝  21 和歌山＝　4 熊　本＝  89
福　島＝  33 山　梨＝  28 岡　山＝  59 大　分＝  22
茨　城＝  27 長　野＝  60 鳥　取＝　5 宮　崎＝　6
栃　木＝  43 静　岡＝　9 島　根＝  11 鹿児島＝  30
群　馬＝　1 岐　阜＝　5 広　島＝  24 沖　縄＝　1
埼　玉＝　4 愛　知＝121 山　口＝　8
千　葉＝101 三　重＝  15 徳　島＝  17
東京都＝102＊ 滋　賀＝　1 香　川＝　5

＊東京区部：27，多摩地区：75
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要　旨

岩手県沿岸地域は計 11 の透析施設で，県内の約 25

％ にあたる 696 名の透析患者を診療していた．各施
設とも地震・津波・火事等が主な被害で，透析中の死
亡事故等はなかった．地震による被災より沿岸部を縦
断する国道 45 号線の津波被害が甚大で，道路と電気
系統が大きなダメージを受けた．患者は医療機関に連
絡がとれず，12 日（土曜日），13 日（日曜日）から，
透析可能な施設に各自「てんでんこ」に避難した．無
線・電話・インターネット等は使用不能となり，通信
網は壊滅した．今回の震災では情報網と交通網の整備
が重要と考えられた．

はじめに

岩手県の沿岸地域には 11 の透析施設（基幹病院 4

施設，民間病院 7 施設）があり，県内透析患者の約
25％ にあたる 696 名の透析患者を診療していた．沿
岸地域の透析施設の全般状況としては，地震そのもの
による施設被害は割合少なかったが，沿岸部を縦断す
る国道 45 号線の津波被害が甚大で，道路と電気系統
が大きなダメージを受けた．患者自身は，各医療機関
にも連絡もとれないため，12 日（土曜日），13 日（日
曜日）から，透析可能な施設に自分勝手に「てんでん
こ」に避難した状況であった．

リアス式海岸という地形の特殊性もあってか，津波
も含めた被災状況は沿岸部でも多彩である．今回は，

被害の大きかった宮古地域，釜石地域，気仙地域（大
船渡，陸前高田）の各地域の透析施設よりの報告を紹
介することで沿岸地域の状況報告としたい．

1　宮古地域 
　　　――　後藤泌尿器科皮膚科医院

1-1　3 月 11 日（金曜日）

地震発生時には，3 透析室 51 ベッドは満床状態で
あり，医師 4 名，看護師・補助看 48 名は透析中の患
者の安全確保のため，透析機およびベッドのそばで患
者を見守った．地震の際停電した以外は特に問題はな
く，自家発電にて再稼働して透析を施行していた．約
15 分程度で通常勤務配置に復帰した．外来も再開し
た．当院の災害マニュアルでは，震度 5 以上のさいに
従業員は診療所に連絡ないし，駆けつけるよう指示し
ていたため，夜勤明けの 2 名も車で駆けつけてくれた．
その後津波の来襲を知る．外来患者が待合室のテレビ
で，大津波が大船渡に 10 m，宮古にも 4 m 以上きて
いる報道を見て，さらに近所の人達もラジオ，カーテ
レビを見て避難してきた．

診療所は耐震 7 までは完全で，約 20 m の津波でも
耐えられる診療所と PR していた．そのために，診療
所周辺で津波の際は安全な場所であると思われており，
住民の避難所になった．1 階外来待合室・レントゲン
室・給食・診察室・薬局，2 階透析室（3 室）・検査室，
3 階病室（19 床），談話室・食堂・機能訓練室・風呂
場，4 階事務室・会議室・休憩室・院長自宅の構造物

医療安全対策

東日本大震災における沿岸透析施設の状況

後藤康文
後藤泌尿器科皮膚科医院

key words：地震，津波，血液透析

Situation of coast dialysis facilities in the East Japan Great Earthquake
Goto Urology Dermatology Clinic
Yasufumi Goto
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である．
1 階の待合室にいた人々が，宮古市内の出先埠頭の

シートピア「なぁど」付近の津波の来襲の状況をテレ
ビ報道で見ていた患者の通報で，2 階にある透析室の
危険を察した．2 階の透析室（3 カ所）の血液回路の
回収作業に入り，全員の終了時には道路や 1 階の所ま
で津波は達しており，透析患者および待合室の人々を

3 階以上に避難させ，夜を迎えた．当診療所は，近所
の人と合わせて 200 余名の避難場所となった（図 1, 2, 

3）．宮古市内で電気の光がある建物は当院のみで異
様な情景であった．

日も落ちてきて津波も大部引けた．電話・インター
ネット等の通信は途絶え道路も寸断，まったく孤立状
態となった．自家発電でテレビの情報や携帯ラジオで
各地の被災情報は少しずつ把握することができたが，
こちらからの通信は不可能であった．

午後 8 時頃に友人の中村正行氏が宮古駅方向の道路
からブルドーザーで駆けつけ，道路のガレキ・屋根等
を取り除き来院した．一部道路の確保で人の通行可能
の目途がついて，200 人分の食料の確保のため，再三，
宮古振興局に実情を話しお願いして，振興局職員の人
が 200 名分のカップヌードルと水を確保し，差し入れ
をしてくれた．行政の人にも感謝しながら，夜 10 時
30 分には全員が腹ごしらえをした．同夜，盛岡の筆者
の娘にも，一時的であるも通信可能であった au の携
帯で，早朝のうちに 200 人分の食料の確保を願い，安
堵した．

1-2　3 月 12 日（土曜日）

当院の 1 階は 2 m 30 cm の津波にてヘドロ海水で汚
染された．外来診察室・X 線室・待合室・給食・薬
局・点滴処置室，内視鏡検査・自動血圧計・薬剤・カ
ルテ・薬局入力薬剤情報等々すべて水没した．事務コ
ンピューター 9 台は使用不能となるもサーバーが 4 階
にあり，データは保存されていた．カルテ等はすべて
使用不能となった．レントゲン装置・X 線透視装置，
CT は使用不能となった（図 4〜7）．レントゲンのサ
ーバーはレントゲン技師が津波のさい一緒に持ち出し，
難をまぬがれデータは保存できた．サーバーは今後 2

階以上に置くよう考えることとした．
道路と交通網が壊滅状態であり，朝 7 時に宮古市対

策本部の市役所に出向き，給水のお願いをした．しか
し無線もない状態であったため，さらに岩手県の対策
本部の広域行政組合災害対策本部にも願い，朝 8 時頃，
消防・自衛隊・警察等の人々に診療所の状況を説明の
うえ，再度給水のお願いをし快諾を得た．その日の朝
に道路網を確保してもらい，診療所周辺の車や瓦礫の
除去をしてもらった．あちこちに遺体が泥にまみれて
いる状況であった（図 8）．

図 2　女子休憩室・会議室にてテレビで情報を得る

図 1　職員更衣室も病室に

図 3　談話室で休む避難者
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屋上の自家発電は A 重油の室内タンク貯蔵庫に 7 週
間の備蓄があり使用可能であった（図 9）．給水用タ
ンクは屋上・地下・屋外の 3 カ所に設置し，水中ポン
プを使用していたため使用可能であった．

宮古市の水道局と宮古消防署より 1 日 4～5 回の給
水を受けることができて透析が可能となった．なお，
電気等の点検で漏電等の危険，設備配管からの水漏れ
等のないことを確認した．薬剤・ダイアライザー等は
約 10 日間の備蓄があり，充分透析は自力でもって可
能だった．透析関連の情報伝達は職員や患者等の伝達
しかできなかった．透析患者は 2 割の人が連絡不可能
であったが，被災の次の日から透析を開始し，連日の
透析を始めた．

大森医師（岩手医科大学泌尿器科講師）は，毎週金
曜日に泌尿器科外来の診療所に出張していたが，津波
等の震災にて当院に宿泊し，3 月 12 日夕方盛岡に帰
宅した．岩手医科大学に帰し岩手県の災害対策の仕事
に従事してもらった．

山田後藤医院無床診療所は，3 月 11 日，地震の被
災後に断水・停電のために開業は不可能となった．そ

図 4　診察室

図 6　事務室

図 5　診察室（注射スペース）

図 7　CT 室

図 8　後藤医院前

図 9　屋上設置の自家発電機
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の後，院長および看護師 6 名，事務 4 名で近くの山田
南小学校に避難し，そのまま被災者の救済に当たって
いると知り，3 月 12 日からは山田透析患者 30 名を宮
古の当院に受け入れた．3 月 12 日，行政および消防・
自衛隊には連絡取れず，独自で民間バスをチャーター
して，通常 30 分の 45 号線の道のりだが，道路寸断の
ため山道を回り，片道 1 時間 30 分の送り迎えをした．
バスには患者の他，看護師・付き添い・業者も含めて
の送迎であった．診療所同士の連絡は薬剤会社，透析
関連会社の口伝での連絡で，大変苦労をかけさせる結
果となった．

1-3　3 月 13 日以降

3 月 19 日には電気が復旧，水道は 3 月 17 日に仮復
旧するも宮古市の水量が足らず，消防の給水車を併用
して行い，3 月 25 日に完全復旧した．

4 月 8 日は東北六県全戸の停電のため宮古市水道の
断水の可能性があり，自衛隊より 25 トンの給水を受
けた．電話は 4 月 18 日に復旧，FAX とインターネッ
トは 4 月 21 日に復旧した．それまでは午前・午後の
透析で夜間透析はできず，5 月 9 日より完全復旧とな
り，夜間透析（月・水・金），昼透析（月～土）が通
常業務となった．7 月末現在で 163 名中 158 名の人が
当院で透析を受けている．

2　釜石地域 
　　　――　県立釜石病院

2-1　釜石市の被害と県立釜石病院の被害状況

3 月 11 日の震災で釜石市は震度 6 を観測した．市
街地は津波で壊滅した．県立釜石病院は築 34 年と古
く免震構造でないため，震度 6 以上の地震で建物倒壊
の危険があった．このため，本年 4 月より耐震補強工
事を行う予定となっていた矢先の震災であった．立地
条件が幸いして津波被害は免れたが，地震により多数
のひび割れや施設の故障が発生し，入院患者 207 名全
員を後方病院に搬送する事態となった．

2-2　透析室の状況

地震発生時 12 名の患者の透析を実施中であった．
透析室は地震による施設や設備の損傷はなく断水もな
かった．院内は自家発電に切り替わったが一般病棟の
避難指示があり，透析は中止・回収を指示，離脱機能

によって順次回収した．その後，抜針・止血を行い，
帰宅できる患者は帰し，帰宅できない患者は災害対策
本部よりバスを手配し，近所の避難所に送迎した．数
名は患者控室で過ごした．

翌日より透析液，ダイアライザー，透析回路，生理
食塩液，ヘパリンなどの透析物資の不足が予想され，
全患者一律週 2 回，3 時間の条件で透析を行った．結
果的に透析物資が不足し透析不可能になることはなか
った．

震災 2 日目は前日，途中で透析を中断した 12 名に
加え，7 名の夜間透析を追加し，3 部透析を行った．
透析患者の安否確認は不可能で，スタッフと医師が連
日病院に泊まり込み，病院まで来る事のできた患者に
対してはいつでも透析できるように準備をした．3 月
13 日（日曜日）も 4 名の透析患者が来院した．いず
れも避難先からの救急車やヘリコプターによる搬送で
あった．

固定電話，携帯電話，インターネットは使用不可能
であった．災害衛星電話が使用可能となったのは震災
3 日目，ネット環境が復旧したのは震災 6 日目であっ
た．日本透析医会災害情報ネットワークより多くの透
析施設から支援の申し出があったが，ネットが復旧し
た頃は透析室もだいぶ落ち着いており，緊急支援の必
要性はない状況であった．携帯電話の復旧は釜石地域
は au が最も早く震災 6 日目，ソフトバンクは 7 日目，
ドコモが最も遅かった．災害衛星電話の整備が今後の
課題と思われる．

自宅が被災した透析患者がガソリン不足により通院
困難となった．連絡が取れるように患者を一つの避難
所に集めてバスの通院とした．中には集団行動ができ
ず車中暮らしをする者や，避難所から遁走する患者も
いて対応に苦慮した．

釜石病院の透析患者 55 名中，14 名が転院した．13

名は県内，1 名が県外転院（埼玉の娘さん宅へ避難）
であった．震災時入院していた 4 名の透析患者のうち
3 名は県立遠野病院，1 名は盛岡の恵仁会三愛病院に
転院となった．4 名の血液透析患者と 1 名の腹膜透析
患者が震災で死亡した．

3　気仙地域（1） 
　　　――　県立大船渡病院

県立大船渡病院は，2 名の泌尿器科医師と 7 名の看
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護師が，14 台の透析装置で 40 名の透析患者を診療し
ていた．

3-1　透析患者の治療状況

3 月 11 日：震災発生時 13 名が定期透析中であった．
両医師とも手術のため手術室におり，地震後ただちに
透析の中断を指示し，1 名が透析室に向かった．業務
中の看護師 6 名と臨床工学技士 3 名が透析患者の安全
を確認し，血液回収ならびに透析装置の点検を実施し
た．そのさいには，事務職員 10 数名が補助業務にあ
たった．この間に，一部の患者とともに大船渡湾に襲
来する巨大な津波の第一波を透析室より観察した．

3 月 12 日 : 大船渡病院の定期透析患者 19 名と，他
院の患者 9 名を含めて，計 28 名の透析治療を実施し
た．

3 月 13 日 : 震災時に途中で透析を中断した当院の透
析患者 11 名と他院の 19 名の計 30 名の透析治療を実
施した．

3 月 14 日 : 当院の透析患者 15 名と他院の 12 名の計
27 名の透析治療を実施した．

3 月 15 日 : 当院の透析患者 20 名と他院の 3 名の計
23 名の透析治療を実施した．

3 月 16 日 : 当院の透析患者 25 名と他院の 4 名の計
29 名の透析治療を実施した．当院の透析患者 1 名が
青森県の透析施設に一時転院した．

3 月 17 日 : 当院の透析患者 19 名と他院の 1 名の計
20 名の透析治療を実施した．この日，当院の透析患
者 5 名と他院から来た 2 名の計 7 名が，県立千厩病院
がチャーターしたバスで搬送され，同院へ一時入院と
なった．

3 月 18 日 : 当院の透析患者のみ 19 名の透析治療を
実施した．

3 月 19 日 : 透析治療は，臨時も含めて実施せず．
3 月 20 日 : 当院の透析患者 17 名と他院の 3 名の計

20 名の透析治療を実施した．
3 月 12 日から 3 月 21 日までの間は，原則透析は 3

時間とした．3 月 22 日からは通常の透析時間に戻し
た．3 月 11 日の震災後より 3 月 13 日までは，病院自
体が災害時診療体制（トリアージポスト設置），3 月
14 日から 4 月 3 日までは，外来も救急対応のみで通
常の診療は行わなかった．3 月 22 日より 4 月 3 日ま
では，日曜日を除き，他院の患者 1 名から 3 名を含め

て通常透析を実施した．4 月 4 日より外来も通常診療
を開始した．

3-2　水処理 RO 装置・透析液溶解装置・透析液供給 

装置・透析装置の耐震対策について

透析室では，透析ベッドは固定，透析コンソールは
固定しなかった．RO 装置の固定部に耐震マットを装
着していた．水処理 RO 装置・透析液溶解装置・透析
液供給装置・透析装置の供給ライン・排液ラインは，
フレキシブルチューブを使用していた．

3-3　震災後の透析室の被害状況

水処理 RO 装置・透析液溶解装置・透析液供給装置
の位置が 30 cm 程度移動した．水処理 RO 装置の軟
水・活性炭バルブから液漏れを認めた．透析液供給装
置の供給ラインから液漏れを認めた．水処理 RO 装置
の電導度の上昇を認めた．

3-4　大船渡病院のライフラインの状況

病院自体は自家発電が稼働した．電気，水道は 2 日
後に通常の状態にほぼ復帰し，その間も特に透析業務
に支障はなかった．重油も予定通り供給された．院内
は，節水と節電を徹底した．

3-5　震災後の透析室の診察状況

震災後，衛星電話を使用し，当院の災害対策本部か
ら岩手県の災害対策本部や保健福祉部に震災状況や病
院の現状などを報告した．震災後 9 日間は，原則とし
てすべての透析患者の透析時間を 3 時間とした．普段
HDF を行っている透析患者に対しても，しばらくの
間は HD モードで実施した．エリスロポエチン，ビタ
ミン D3 製剤についても，安定供給が可能となるまで
の 10 日間は，重症患者を除いて使用しなかった．

ほぼ 1 カ月の間は，電話が不通で連絡が取れなかっ
たため，医師および透析室勤務の看護師若干名が，緊
急透析に対応するため連日病院内に泊まった．他院の
患者（おもに市内の地ノ森クリニック，陸前高田市の
松原クリニックの透析患者で，他に気仙沼市立病院，
釜石市のせいてつ記念病院の患者も若干名いた）が多
かった震災 3 日間は，地ノ森クリニックや松原クリニ
ックの透析室の看護師や臨床工学技士数名が業務応援
に来てくれた．
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3-6　透析使用物品の供給状況および問題点

電話などが使えず，業者と連絡が取れない状況が続
いた．ガソリンの供給不足で，業者が来院できる回数
も限られた状態が続いた．

HDF に使用していた置換液の供給が不可能になり，
以前使用していた別の置換液で在庫を確保した．
1.5 L サイズの生理食塩液の供給が不可能となり，1 L

の生理食塩液で代用した．透析液は，震災後 10 日間
位の透析が可能な量の在庫は確保していた．ダイアラ
イザーは，約 4 日分の透析が可能な量を確保していた．
その間に業者がダイアライザー等の必要な物品の不足
を予想し，ダイアライザーも含めて透析液，血液回路
等の使用物品を搬送した．

3-7　患者，近隣病院，業者への連絡手段および問題点

患者の連絡手段がなかったため，当院の透析患者で
来院しなかった患者については，近隣の人からの情報
や当院のスタッフが避難所等を回って所在の確認など
を行った．当院の透析患者並びに近隣の透析患者で，
自力で来院できる人は，昼夜を問わず，当院に直接来
院し透析治療を受けた．

近隣の透析施設との連絡手段が限られていたため，
スタッフが直接病院を訪ねて災害状況も含め情報交換
を行った．業者が当院の物品の供給状況を熟知してい
たので，今回の震災でも安定した物品の供給が可能で
あった．岩手県の災害対策本部を通じて，当院の情報
は適時発信し，電話連絡が可能となった時点から，連
日岩手県の保健福祉部より透析状況や受け入れ可能人
数等の確認があった．

3-8　当院の透析患者および透析室看護師の被災状況

当院の維持透析患者 43 名中 12 名の自宅が被災した．
当院透析室看護師 3 名の自宅が被災した．死亡者や行
方不明者はなかった．

3-9　震災後の透析患者の通院状況

自家用車（家族の送迎も含む）で通院している患者
については，ガソリン等の燃料が不足し通院が困難に
なるため，当院の災害対策本部に障害者手帳を提示す
ることにより優先的にガソリン等の燃料を補充できる
ように指定のガソリンスタンドに配慮してもらった．
普段，公共の交通手段を利用している患者は，地元の

消防団員や知人の車に同乗した人もいたが，ほとんど
は独歩で通院した．

3-10　その他

震災後すぐは，病院自体が市内で一番安全ともいえ
る場所にあったため，多数の避難者が当院の待合室や
廊下，体育館にあふれた．さらに，当院の医師たちの
家族も停電と断水のため，暖房も使えず，院内に避難
してきた．指定された各避難所に避難者が移ったり，
自宅に戻るまで，病院自体も避難所と化した．1 週間
以上は，医師も外来などに個別に布団等を敷いて寝床
を確保しなければならない状態で，不眠不休の診療も
重なり，かなり疲労やストレスが鬱積した状態が続い
た．

震災後，入院患者の食糧もほぼ 3 日分しかなく，医
師や他の職員もカップラーメンや炊き出しのおにぎり
などで数日を過ごした．地域性もあり，コメや惣菜等
の差し入れが職員や患者の家族からあり，何とか食い
つないだ．今まで当たり前であった普通の食事が食べ
られないという現実に，個人的にもかなり疲弊した．

震災後はトリアージポストを設営し，当初はかなり
の数の患者の来院を想定していたが，津波による死亡
者が多く，さばききれないほどの患者が院内にあふれ
るという状況は当院ではなかった．また，神戸の震災
と違って，当院の DMAT をはじめ全国から DMAT が
駆けつけてきたが，今回のように津波による被害が甚
大な震災では，あまり本来の機能を果たせないまま，
むしろ DMAT への対応に苦慮した場合もみられた．

このような未曽有の災害では，当院のように常勤医
が少なく，しかも救急センターを併設している病院は，
震災後の数日が最も医師が必要であることを痛感した．
全国から多数の医師が応援に来ていただき感謝してい
るが，科によっては，かなり忙しくても必要な応援が
もらえなかったり，せっかく来てもあまり仕事がなか
ったりしている状況も散見された．

4　気仙地域（2） 
　　　――　勝久会地ノ森クリニック・松原クリニック

4-1　地ノ森クリニック

透析センター以外の職員が，施設の被害状況等を調
査した結果，窓ガラスの割れもなく，4 階の壁にひび
が入る程度で，大きな被害はなかった．透析センター
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は 10 名の患者に透析業務中であり，医師の指示によ
り職員がベッドを押さえ，患者に声をかけながら，手
動で返血を行った．避難場所は庁舎前の駐車場であっ
た．大津波警報発生時は余震が続く中ではあったが，
建物の損壊がないため，あわてて避難はせず透析患者
への声かけと状況観察を続けた．建物が高台にあるた
め，津波を心配する必要はないものと判断し，透析に
使用する水の確保，患者の防寒対策，帰宅不可能な患
者の状況観察に努めた．

3 月 13 日はライフラインが改善せず，県立大船渡
病院に 5 名，県立胆沢病院に 20 名，盛岡赤十字病院
に 10 名の依頼透析を行った．3 月 14 日にライフライ
ンが回復し，60 名の透析を実施した．3 月 16 日以降
は松原クリニックから 43 名の透析患者を受け入れた．
140 名の患者の短時間透析を行った．透析機械の台数
を増加し患者送迎バスの範囲を拡大した．4 月 7 日深
夜から余震による停電が翌 8 日夕方まで続いた．エレ
ベーターが使用不能となり，患者を 3 階の透析センタ
ーまで人力搬送した．4 月 11 日より平常勤務となっ
た．

4-2　松原クリニック

地震により壁にひびが入り，窓ガラスが割れて落下
するなどの被害が発生したが，透析センターは比較的
被害が少なく，直接的な危険はなかった．地震発生時
は 11 名の患者に透析を行っていたが，停電のため手
動で返血作業を行った．返血を終了した患者から順次
避難させた．避難場所は苑庭芝生であった．大津波警
報発生時は透析患者の返血中であり，返血終了者は 1

次避難所への避難をしていた．建物が高台にあるため，
津波を心配する必要はないものと判断し，屋外避難後
の防寒対策に努めたが，屋内に移動させて様態観察を
行った．

3 月 12 日は県立大船渡病院に 1 名透析依頼，3 月
13 日は県立大船渡病院に 8 名透析依頼をした．3 月
14 日は県立大船渡病院に 10 名透析依頼，地ノ森クリ
ニックに 22 名移動した．3 月 15 日は県立大船渡病院

に 1 名透析依頼，3 月 16 日以降に地ノ森クリニック
に 43 名移動した．3 月 31 日から透析センターが使用
可能となり，気仙苑から毎日 6 トンの水道水を法人の
職員が搬送して透析を再開した．

5　活動の反省

大地震および大津波の被災を受けた中で，平常時並
みに透析業務を行うにはライフラインの稼働が最も重
要であると思われるが，すべてに機能停止が生じた．
電気，水道，電話などが完全にその機能を失った中で，
透析患者の生命維持のためには自家発電，自家水道，
無線機などの整備が急務であると考え，自家水道の整
備を完了し，無線機の配備を完了し，非常用発電設備
および使用方法の研究等を進めているところである．
また，職員一人一人の個人装備品等も整備する必要を
つくづく感じたところである．

さいごに

岩手県沿岸部透析施設の被災状況を報告した．透析
施設そのものの甚大な被害は幸い回避されたが，道路
と電気系統のダメージが通信網・交通網の壊滅につな
がり，大きな不安と混乱を招いた．無線・電話・イン
ターネット等は使用不能で，通信網が壊滅したため，
どの地区でどのように治療が，どれほどの患者がいる
か，岩手医科大学・県立病院等の基幹病院の状況も不
明であった．テレビ・ラジオ等の報道で，久慈から，
高田・宮城・福島に向かって被害のひどいことを知る
ことができた状況であった．交通は国道 45 号線がほ
とんど不通となった．しかし内陸への道路はどうにか
通れるようであるとの情報がラジオ等で知るところと
なった．今回の震災からは，これら通信網・交通網の
整備が重要であると考えられた．

稿を終えるにあたり，各地域の状況報告をいただい
た県立釜石病院泌尿器科佐藤一範先生，県立大船渡病
院泌尿器科氏家隆先生，医療法人勝久会木川田典彌先
生に深謝申し上げます．
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要　旨

東日本大震災による地震と津波で岩手県内の透析施
設は 14 施設が一時的に透析不能となったが，事前の
災害対策が功を奏し，致命的な損壊を被った施設は 1

施設もなかった．さらに，被災した沿岸部と内陸部を
結ぶ主要交通ルートの遮断がなかったため透析患者の
移動が可能で，急性期は被災地の患者を内陸部に移送
し透析を行う能力が保たれた．急性期以降は行政や企
業との連携で施設や患者の情報と透析物資を一元的に
管理したことで，県内透析医療は破たんすることなく，
患者の県外移送に至らずに事態の収束に向かうことが
できた．

1　震災前の岩手県の状況

岩手県は本州最大の面積を持ち，よく「四国 4 県に
相当」と評される．県土は九つの医療圏に分けられ，
透析施設は県立病院を中心とした 15 の基幹病院と 30

の民間透析施設がある．震災前はこの 45 施設で 2,752

名の血液透析患者を診療していた（図 1）．

2　急性期の状況

地震発生後，停電や断水により 14 施設が一時的に
透析不能となったが，地震による透析施設の致命的な
損壊はなかった．津波は沿岸部すべての地域を襲った
が，津波の直接被害を被った透析施設は 1 施設のみで
あった．この施設は 1 階が完全に浸水したが，施設の

医療安全対策

東日本大震災における岩手県全般状況
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図 1　岩手県の透析状況（2010 年 9 月）
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損壊はなく，自家発電機や給水システムも無事であっ
たため翌日より透析が行われた．結果的に，今回の地
震・津波により回復不能となった透析施設は 1 施設も
なかった．このため水と電気の復旧により，震災 4 日
後には透析不能の 14 施設中 12 施設が再稼働に至った．

一方，津波被害を受けた沿岸部と内陸部を結ぶ主要
交通ルートの遮断がなかったため透析患者の移動が可
能であった．透析患者の県内移動が一段落したと判断
した時期（震災 2 週間後）の定点調査では，沿岸部よ
り 102 名，宮城県県北部より 16 名の透析患者を内陸
部が受け止めていた（図 2）．「被災地の透析患者を内
陸部に移送し透析を行う能力が保たれた」というのが
急性期の状況であったと言える．一方で，岩手県は災
害時の透析に関する医療施設や行政間の情報ネットワ
ークが構築されていなかったため，情報の錯綜と混乱
が生じる結果となった．

3　急性期以降の対処

急性期を経て 43 の透析施設が稼働し，内陸部の施
設が被災地の透析を担う状況が生じた．以降はこの状
況をいかに維持し，回復に転じるかが要点となった．
このため，医療サイドとして岩手腎不全研究会が行政
の担当部署である岩手県保健福祉部健康国保課に出向
し，共同で対処にあたった．具体的な対応としては，
①情報の収集と発信，②透析物資の調達と供給，③透
析患者の通院環境の維持，の 3 点に集約された．以後
この 3 点について要約する．

3-1　情報の収集と発信

錯綜した情報を一カ所に集約するため，行政が透析
患者の斡旋・移動・宿泊を一括でコーディネートでき
るようマニュアルを作成した．

無線やメールが機能しなかったため，電話がつなが
る施設には毎朝電話を入れ状況を調査し，毎日の県内
透析情報シートを作成して透析患者や透析物資マネジ
メントに活用した．連絡不能の施設には後述する透析
物資の業者が情報の収集にあたった．この情報は日本
透析医会のメーリングリストに連日アップした．また
県内施設には電話連絡の他に FAX による情報発信を
行い，連絡不能の施設には業者による資料配布を行う
ことで情報のフィードバックに努めた．

このような情報の一元的な収集・配信を継続するこ
とで，徐々に情報の方向が一つに集約された．これに
より風評や不満が沈静化していく過程が実体験として
経験することができた．

3-2　透析物資の調達と供給

透析物資が他の医療物資と異なる点として，多種の
医療物資が大量に継続的に消費される点があげられる．
また容量が大きく，輸送・備蓄の面からも考慮される
面がある．震災の混乱で各業者・企業が別々に収集・
備蓄・供給を行うことは困難な状況であった．このた
め透析に関わる企業・業者で連合を形成し窓口を一元
化した．他の医療物資から独立した体制を構築するこ
とで，透析物資の調整を行政から岩手腎不全研究会に

図 2　急性期の患者移動の状況
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一任することを取り付けた．
行政手続きを簡素化し共同集積地を確保することで，

連合は震災後 5 日で県全体で 14 日分の透析物資の収
集をなし遂げた．収集した物資の供給も連合が行った．
しかし，広大な岩手県では集積地の盛岡から各地域へ
の往復は 200 km をこえる．通行制限のかかった遠距
離の交通ルートを民間が毎日往復するのは不可能であ
った．このために行政より緊急車両許可と優先給油の
確保を取り付けサポートした．これにより連合は透析
物資の供給の他，連絡が困難な透析施設への情報収集
と配信の役割も担った．

今回の震災において，岩手県内の透析医療が混乱か
ら安定化に向かう経過のなかで，彼らの果たした功績
は計り知れない．

3-3　行政による透析患者の通院環境維持

急性期の行政対応は，転院先の斡旋と転院後の宿泊
（通院）のマネジメントが主体であったが，急性期以
後ガソリン不足による通院困難の可能性が急速に顕在
化した．当時の定点調査では，ガソリン不足による通
院困難が予想される透析患者数は 600 名にのぼった．
特に沿岸被災地と過疎化の進んだ県北地域で深刻であ
った．これらの透析患者が “透析難民” となり内陸部
に移動すると，県内透析の維持は困難になることが予
想された．

このため，各地域での透析医療の維持を目指し，県
主導による通院車両やガソリンの確保を試みたが不調
に終わった．そのため各自治体に通院が可能な避難所
確保のための折衝を行った．透析患者に対する自治体

の認識には温度差があり，当初は緊急対応の必要性を
理解してもらえない自治体もあった．そのような場合
は，透析患者が通院困難であることを伝えた新聞報道
が強い働きかけとなった．結果として透析施設近くに
避難所が確保できたケース，消防団による送迎，福祉
タクシー券の配布，巡回バスなど地域の事情に即した
様々な対応が実現した（図 3）．このような行政対応
がガソリン不足期間の透析医療の維持に大きく貢献し
た．さらに副次的な成果として，県と各自治体の折衝
の結果，行政の連絡網（つまりは各自治体の対応者）
が形成されたことがあげられる．これは以後の対応に
おいて大きなメリットとなった．

4　まとめ

今回の震災における岩手県の状況としては，まず致
命的な損壊を受けた透析施設が一つもなかったことが
あげられる．施設そのものの他，透析室内の設備の損
壊も最小限であった．これは，岩手県では数年前より
災害対策のシンポジウムを複数回開催していたこと，
さらに岩手宮城内陸地震や岩手県北部地震といった震
度 5～6 の地震を経験したことが実体験となり，さら
なる災害対策の強化につながったことが要因と思われ
る．また，透析物資と情報の流れを集約して対応した
ことが，広い岩手県の透析維持に奏功したと考えてい
る．今回はこの点において，業者・企業連合の飛びぬ
けた働きが存在したことを強調したい．一方，行政に
よるガソリン不足による通院困難への対処も奏功した．
そしてなにより現場医療スタッフの献身的な対応があ
って，岩手県は透析患者の県外移送を回避するに至っ
たと考えている．

未曽有の大震災における被災 3 県の状況はそれぞれ
大きく異なり一つの土俵で比較することは不可能であ
るが，共通する点として被害が広域に及んでいること
があげられると考える．結果的に過去の阪神淡路大震
災や中越地震で得られた透析医療の経験が役立った面

（例えば透析室の災害対策），さらなる検討が必要と思
われた面（例えば通信連絡手段），新たにクローズア
ップされた面（例えば透析物資の調整）などが浮き彫
りになった．この東日本大震災で得られた貴重な教訓
を検証し，今後の対策につなげていくことが医療者と
行政の重要な使命であると考えている．

図 3　各自治体による通院困難に対する対処
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要　旨

現在でも時々あの東北地方太平洋沖地震の余震とも
思える揺れを感じていて，約 6 カ月が過ぎてもなおあ
の時の記憶がよみがえる．筆者に与えられた内容は，
東日本大震災における岩手県内陸部の状況であり，当
院での血液透析，腹膜透析の状況および筆者のまわり
で起きたことについて報告する．

はじめに

東日本大震災とは，2011 年（平成 23 年）3 月 11 日
（金曜日）14 時 46 分 18 秒に発生した東北地方太平洋
沖地震とそれに伴って発生した津波，およびその後の
余震により引きおこされた大規模地震災害である．こ
の地震の震源域は東北地方から関東地方にかけての太
平洋沖の幅約 200 km，長さ約 500 km の広範囲にわた
り，地震の規模を示すマグニチュードは 9.0 で，国内
観測史上最大であるとともに，世界でも 4 番目に大き
な巨大地震である．

岩手県では沿岸部での被害が特に甚大であったが，
内陸部でも地震発生当初は混乱が生じた．

1　当院の紹介

筆者が勤務している恵仁会三愛病院は，岩手県内陸
部の盛岡市に位置し，1975 年（昭和 50 年）に開院し，
現在 400 名以上の血液透析患者と約 30 名の腹膜透析

患者を管理し，透析医療に重点を置いている病院であ
る．開院当初からある旧館の 1 階に外来部門，薬剤部
門，レントゲン部門などが，2 階に事務部門と管理部
門の一部および病棟，3 階が医局，医師室，管理部門
とがある．1987 年（昭和 62 年）に新館を増築し，2

階には病棟を接続し，病棟が拡大された．1 階に透析
室（現在では第一，第二透析室で計 100 床）と検査部
門，新しい手術室，厨房，機械室などが接続・増築さ
れた．後にこの病棟の一部を改築し 10 床の病棟透析
室が増床され，計 110 床で透析業務を行っている．新
館には自家発電装置があり，停電時でも非常用電源で，
また貯水槽も装備しているため，ある期間の断水でも
透析業務の継続は可能である．しかし旧館は非常用電
源の接続はなく，さらに建築後 35 年以上経過し，新
館ですら 20 年以上経過した建物であるため，特に旧
館は地震の時の揺れは震度以上に大きく感じ（今回と
限らず以前から……），耐震構造はきわめて遅れてい
る建物である．

当院の透析は，朝からの透析を日中透析，午後 3 時
過ぎからの透析を中間透析，夕方 17 時過ぎからの透
析を夜間透析と呼んでいる．

また，盛岡市の南隣の矢巾町に当院の附属矢巾クリ
ニックを有しており，62 床で 170 名以上の血液透析
患者を管理している．1997 年（平成 9 年）開院であ
り耐震構造は当院より優れており，同様に自家発電装
置と貯水槽を装備している．

医療安全対策

東日本大震災における岩手県内陸部の状況
――　我々の地域での血液透析，腹膜透析の状況　――

清野耕治　
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以下，東日本大震災における岩手県内陸部の状況に
ついて，経時的に記載し報告する．

2　地震発生からの経過 
　　――　血液透析および病院内・外の状況

2-1　3 月 11 日（金曜日）　地震当日

14 時 46 分突然大きな揺れを感じ，揺れの時間は長
く，しかも繰り返された．この揺れは約 5 分間続いた
とのことであり，これが東日本大震災のはじまりであ
った．

後で知ることになるが，この地震の最大震度は宮城
県北部で 7 を記録し，その他に宮城県，福島県，茨城
県，栃木県などで 6 強であった．岩手県の震度は，沿
岸部の釜石市，大船渡市，内陸部の滝沢村，矢巾町，
花巻市，一関市，奥州市などでは 6 弱，盛岡市，宮古
市などは 5 強であった．

地震発生時に筆者は 2 階の病室で，その日の午前中
にシャント PTA が行われた患者の診察をしようとし
た，まさしくその時，グラリ！ 大きく揺れ，その後
も揺れが小さくならず大きいまま続いた．入院患者，
病棟スタッフの顔にも不安の色が感じられるなか，透
析室・透析患者の状況が心配になり，揺れる階段を走
り降りて 1 階の透析室へと向かった．日中透析はすべ
て終了したあとで，1 名が中間透析を開始したばかり
であったが，すぐに回収が行われた．日中透析の患者
のほとんどが帰ったあとであり，患者には被害が無い
ことがわかり一安心，しかしまだ強い揺れが断続的に
続いた．

透析室のある新館は自家発電が作動していたため停
電の意識が無かったが，旧館に戻ると，旧館は非常用
電源が接続されていないため停電のままで，事務部門，
管理部門，医局などではテレビなどでの外部からの情
報は得られず，震源地，地震の大きさ，ましてや沿岸
に津波が押し寄せるなどの情報は収集できず，今の揺
れに対する対応にのみ神経が集中された．ラジオも電
池の調達まで時間がかかり，地震の情報は収集できな
かった．自分の部屋に入ったが，机の上に重ねていた
本などはほとんどすべて床に散乱し（図 1），足の踏
み場が無いとはまさにこのことであった．停電のため
パソコンも機能せず，電話も使用不可能，とりあえず
携帯電話を握り外部との連絡手段を確保した．携帯電
話のワンセグ映像で津波の情報を得たが，詳細は不明．

いずれとんでもない大地震が岩手県に近いどこかで起
きた事だけは認識できたが，停電で情報が得られない
ことに強い不安と失望を感じた．

病院の旧館で再びかなり強い揺れを感じたが，なぜ
か倒壊の不安はなかった．また新館と旧館の継ぎ目で
も大きな揺れを感じたが，やはり倒壊の不安はなかっ
た．透析室（図 2），透析関連機器に問題が無いこと
を確認し，病院長，透析スタッフと今後の対応につい
て検討した．継続する余震のため安全な透析を行うこ
とが難しいと判断し，11 日（金曜日：地震当日）の
中間，夜間透析は中止することを決定し，当日の中間，
夜間の透析患者，12 日（土曜日）の全透析患者の透
析スケジュールの検討をした（図 3）．その結果，透
析時間を一律 3 時間とし，12 日に 3 クール，この時
間帯に入れないグループを 13 日（日曜日）の午前中
に透析を行うスケジュールに決定し，透析室から透析
患者へ可能な限り連絡を行った．断水であり，貯水槽
の残量，透析液での水使用量の関係で，透析液流量は
通常の 500 ml/分から 300 ml/分に変更することを決
定した．このなか，中間透析や夜間透析の患者の一部

図 1　医師室

図 2　透析室の被害なし
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が来院したが，透析スケジュールの変更を説明し帰宅
してもらった．

ある透析患者が地震に驚き慌てて外に飛び出して転
倒し，ガラスで下肢を大きく切ったと来診し，薄暗い
外来の処置室で創部の縫合を行った．今になって思え
ば，自家発電での非常用電源のある明るい場所での処
置を行うべきであったか……．

旧館にある外来部門は非常用電源の接続がないため，
外来患者に対しては窓からの明かりと懐中電灯の明か
りとでの診療が行われた（図 4）．一方，薬剤部門で
は棚から落ちて破損した薬剤，ガラス容器などの片付
けに追われていた（図 5）．

外部との連絡，情報が不足のまま暗くなるが，相変
わらず大きな余震が続き，旧館は停電で暗く，新館は
自家発電で明るいなか，旧館の医局に各医師は集まり，
ロウソクと懐中電灯の明かりの中で唯一の情報源のラ
ジオを聴きながら今後の対応，被害の状態などについ
て語り合った．

旧館の病室に入院中の患者は全員新館へと移動し
（図 6），非常用電源が使用可能な病室での管理を行っ

た（図 7）．停電でエレベーターが動かないため，1 階
の厨房から 2 階の病室までの給食の運搬は，スタッフ
によるいわゆるバケツリレー方式で行った（図 8）．
給食も保存食での提供になった（図 9）．

こうしたなか，外部との連絡がとれたことがあった．
岩手医科大学泌尿器科の後輩でもある O 医師は，毎
週金曜日は宮古市（岩手県の沿岸部）の後藤泌尿器科
皮膚科医院へ定期出張している．現地で仕事をしてい
た時に被災した彼は，外部と連絡を取ろうと多くの携

図 3　以後のスケジュールの検討

図 4　停電下での外来診療

図 5　破損薬剤の片付け

図 6　旧館から新館への患者移動

図 7　停電で暗い旧館から見た新館
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帯電話に接続を試みたところ，たまたま当院の後輩医
師の携帯電話との接続が可能となり連絡がとれた．宮
古市も大きな津波に襲われ，後藤泌尿器科皮膚科医院
は 1 階が津波で浸水（図 10），損壊はしたものの，人
的被害はなく，透析室は 2 階でもあり，12 日（土曜
日）の血液透析は自家発電などで可能だろうとの情報
であった．以降，岩手県沿岸部の状況の詳細は現地に
いた医師にお願いする．

翌日の透析スケジュール，外来診療の予定などを皆
で確認し，当直医 1 名と常勤医 1 名を残し，いつもの

ように車で帰宅した．当然すべての信号も停電で，外
に明かりは見られない．そのなかなぜか 1 カ所だけ信
号機が機能していた．交通量が多く事故が起こりやす
い交差点なので，何らかの工夫がされているのだろう．
安心するが，そこだけ信号が点灯しているとちょっと
不気味でもあった．自宅も停電であり暖房も使えず，
寒い暗闇の中，災害情報のラジオを聴きながら眠りに
ついたが，頻回の余震で熟睡はできずに寒い朝を迎え
た．

2-2　3 月 12 日（土曜日）

いつものように車で出勤したが，停電で信号もつい
ていないため渋滞していた．しかし大きな交差点では，
流れの具合を見ながら譲り合いの精神が良く見える．
ある程度の数の車が通過すると，誰とは無く停止し，
違う流れができる．外国では暴動，略奪など大きな事
件，事故が発生するような可能性，危険性がある状況
下でのこの譲り合いの精神，すばらしいなと感じた．
日本人の美徳であろう．

この日の透析は一律 3 時間で 3 クールの計画で開始．
1 クール目は 8 時 30 分開始，2 クール目は 14 時開始，
3 クール目は 18 時開始．21 時 30 分過ぎには全透析が
終了予定であった．

後輩である岩手医科大学の泌尿器科・血液浄化療法
部の A 医師から，盛岡市内の停電，断水の関係で自
立透析ができない可能性がある医療施設の臨時透析の
受け入れ要請の打診があった．12 日は対応が困難で
あるが，13 日（日曜日）に附属矢巾クリニックとの
協力で受け入れ可能であることを伝えた．患者数や患
者状況の把握を試みたが，各施設との電話連絡が困難
なため，岩手医科大学泌尿器科の医局員が各施設に出
向いて，いわゆる人海戦術で患者数などの把握を行っ

図 8　停電下での給食の運搬

図 9　地震後の保存食での給食

図 10　後藤泌尿器科皮膚科医院（宮古市）
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た．そ の 結 果，M 医 院；97 名，Y 医 院；2 名，O 医
院；30 名，I 医院；28 名の以上 4 施設の計 157 名の
臨時透析を 13 日に受け入れる可能性が生じた．M 医
院を 2 グループに分けて，午前・午後に附属矢巾クリ
ニックで，さらに Y 医院の 2 名も附属矢巾クリニッ
クで午前中に透析が行えるように手配した．O 医院
30 名，I 医院 28 名は一括して当院で午前中に透析を
行う方針とした．また当院の透析患者で，12 日に透
析を行えなかった残り 34 名も午前中に一括して施行
する予定になった．

13 日の臨時透析のスケジュールを確認しつつ，12

日の透析は大きなトラブルもなくこなしていた．この
ようななか，16 時 15 分に停電は復旧し，透析室で自
家発電から通常の電源に通じたことを感じた．全体が
明るくなりどこからとも無く拍手が起き，思わず近く
にいたナースとハイタッチ！ 一方，断水は継続する
ものの，盛岡市から貯水槽への給水を受け，水不足の
不安は少し和らいだ．

夕方になり，停電が復旧した M 医院では自立透析
が可能らしいとの情報が入り，13 日の附属矢巾クリ
ニックでの M 医院の 97 名の臨時透析の受け入れが不
要になることが確認された．Y 医院の 2 名は附属矢巾
クリニックでの臨時透析，O 医院の 30 名，I 医院の
28 名に関しては当院での臨時透析の予定に変更はな
いことが確定した．

このようななか，宮古市の透析患者 1 名が自主的に
避難し，突然の透析依頼にあらわれ，夜間透析に組み
入れた．

病院の停電が復旧し，パソコン，ネットも復旧．元
同僚でもある札幌の同級生からメールが入っていたの
で，まずは盛岡市の状況，病院の状況，わかっている
範囲の沿岸部の状況などを報告した．また岩手県沿岸
北部の久慈市でクリニックを開業している後輩の K 医
師から携帯電話での連絡が入った．クリニックの 1～
2 km 近くまで津波がきたが無事で，また県立久慈病
院も津波の被害はなく後輩の S 医師も病院で災害対
策に当たっているとの情報を得た．

12 日の 3 クールの透析も無事終了し，停電が復旧
したことで少しの安心が得られたので，13 日に市内
の透析患者を受け入れることを確認し，この日は帰宅
した．

停電は盛岡市内全域で復旧したわけではなく，一部

地域は停電のままで信号がついていない所もあった．
自宅は停電が復旧していたが，道を隔てた向かいの住
宅，マンションは停電のまま……，しかし時間ととも
に周囲の明かりが増えていくことが感じとれた．地域，
地区により復旧の違いがあり，後で聞いたが，病院の
同僚でも復旧まで 1 日以上の遅れがあった地区があっ
た．

あらためて電気のありがたさ，生きていること，家
があることに感謝．地震の被害の大きいことをテレビ
の映像で見て驚愕！ この時点で被害の状況にまだピ
ンときていなかったが未曾有の大震災であることが感
じられた．灯油の残りの不安もあったが，入浴して少
しは暖かい気持ちで就寝．

2-3　3 月 13 日（日曜日）

12 日には新聞の配達はなく，13 日の朝刊には大地
震，原子力発電所の事故のことなどが大きく報道され
ていた（図 11）．

この日は朝から 1 クールの透析．O 医院の患者（30

名の予定が 29 名），および I 医院の患者（28 名の予定
が 24 名）にはそれぞれの医院のスタッフに同伴して
もらえたため，透析中の注意点などの情報収集が容易
であった（図 12）．両医院のスタッフには透析終了ま
で手伝いをしてもらった．O 医院の院長先生自身も病
院に来て，患者に接してもらった．慣れない施設での
透析に不安があるなか，知っている医師，スタッフが
いることは，患者にとっても大きな安心かと思われた

（図 13）．今後，万が一にも患者の大量避難・移動の
場合には，スタッフ・医師の同伴は必須だと感じた．
二つの医療施設の患者（53 名）と，当院の患者（34

名）の 3 時間の血液透析が昼過ぎには無事に終了した．

図 11　地震翌々日（3 月 13 日）の新聞
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テレビなどで被害の映像が次々と流れると，甚大な
被害の拡大と原子力発電所の事故の大きさなどにさら
に驚愕．福島県南相馬市原町区の小野田病院の H 医
師と携帯電話が通じ，無事であること，自立透析が可
能であることが確認できた．しかし原子力発電所の事
故の関係で，後に小野田病院の透析患者の遠隔地移送
の必要性が生じ，この解決に日本透析医会の災害情報
ネットワークが有用であった．

14 日（月曜日）以降は全員が週 2 回の透析の予定
でスケジュールを組んでいた．13 日の透析は終了し
たので，14 時過ぎに帰ろうかと思っていたところ，
以前シャントトラブルのため，当院で内シャント再建
術を施行した県立釜石病院の透析患者が突然来院した．
数日前にシャントが閉塞し，今回の震災の影響で現地
での対応が不可能なためどうにかして欲しいとの手紙
を持って来院し，そのまま入院．14 日の週の手術は
すべて延期になるだろうから，1 週間はただ入院して
いるだけになる……．この患者は 3 月 22 日に再建術

を行い，3 月 28 日以後シャント穿刺が可能となり釜
石へと戻った．

帰宅してからはテレビの情報に釘付け．さらに悲惨
な状態だ．スーパーも品薄．ガソリンの供給も不充分
な状況が予想された．灯油の節約で暖房は使用せず寒
い夕方，夜を過ごした．

2-4　3 月 14 日（月曜日）

病院に出勤してからメールを確認したところ，13

日のメールで，後輩である岩手医科大学泌尿器科の O

医師が行政（県庁の健康国保課）との協力で，岩手県
内の透析施設の状況や臨時透析の状況などの調査，報
告を行うことを，日本透析医会災害情報ネットワーク
と岩手県内の透析施設，医会への発信を行ったことが
確認できた．

断水は前日（13 日）の夕方（16 時 30 分）に復旧し
ており，電気，水道が復旧し正常化すれば透析療法は
継続可能でありまずは安心．当初はすべての患者を一
律（最高）4 時間の，午前・午後の 2 クールで週 2 回
のスケジュールを組んでいた．基本的には月・木と
火・金とし，水・土は予備，もしくは大量受け入れが
可能なようにベッドを空けておく計画でいた．しかし
可能であれば週 3 回の患者は 3 回に戻すべきではとの
意見も出て，午前中に検討し，月・水・金と火・木・
土の週 3 回の透析スケジュールに組みなおし，それぞ
れの透析時間は 4 時間・3 時間・4 時間を最長とした．
断水の復旧に伴い透析液流量を通常の 500 ml/分にも
どした．午前中にこの方針を決定したので，来院する
透析患者には順次直接連絡を行った．

14 日の透析業務は午前，午後の 2 クール（各 4 時
間）で大きなトラブルもなく終了したが，沿岸地区の
患者の受け入れ要請が行政を通して，また一部飛込み
で入ってきた．しかし 10 人を超える患者数にならず
計画的に受け入れることができた．

沿岸地区の被害が明らかになるほどに，その大きさ
に愕然とし，悲しくもなった．余震が続くが，震度 3

前後の地震ではあまり恐怖を感じない感覚になり，い
つも揺れている感じがして，変な気分であった．周囲
には防災ヘリコプターのプロペラ音が響き，一般道に
は自衛隊の緊急車両が行きかい（図 14），内陸部の盛
岡市も被災地であり，また支援地でもあることを実感
した．

図 12　臨時透析の受け入れ（3 月 13 日（日曜日））
　　　　　時の外来受付

図 13　臨時透析の受け入れ（3 月 13 日（日曜日））
　　　　　時の透析室
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2-5　3 月 15 日（火曜日）

通常通りに出勤．この日の透析も 4 時間，2 クール
で受け入れ，透析の患者数も前日同様 10 人には至ら
なかった．当初は大量の透析患者が内陸部に避難し受
け入れ患者数が増加することが想像されていたが，日
本赤十字社の支援活動の関係で，内陸部での受入数は
盛岡赤十字病院に多い傾向にあったことが後日判明し
た．

一般外来患者の受診は，いつもより少ない感じで，
薬剤の流通の関係で，処方日数は原則最長 2 週間の制
限となった（盛岡市医師会からの通達）．原則 2 週間
の解除の連絡は 3 月 25 日にあり，当院では 3 月 25 日

（金）の午後の外来診療から処方日数制限の解除を行
った．

2-6　3 月 16 日（水曜日）以降

16 日（水曜日），17 日（木曜日）は午前 3 時間，午
後 3 時間の 2 クール，18 日（金曜日），19 日（土曜
日）は午前 4 時間，午後 4 時間の 2 クールの予定通り
の透析が行われた．

内陸部は落ち着きを取り戻しつつあるなか，沿岸部
の被害の状況がさらに判明し，同じ被災地の岩手県で，
沿岸部と内陸部の被害の違いに愕然とした．内陸部が
沿岸部を支えなければいけないことを実感した．一方，
原子力発電所の事故の被害の拡大，風評被害なども明
らかになってきた時期でもあり，このころ日本透析医
会災害情報ネットワークでは福島県いわき市の透析患
者の遠隔地への大量移動（東京・埼玉・新潟などへ）
の情報や，宮城県から北海道への透析患者の大量移動
の情報が流れていた．

県内でも患者の大量移動の可能性が危惧されていた

が，O 医師と県庁の健康国保課との情報収集，正確な
情報発信により，いわゆる地産地消の透析医療が行わ
れ，沿岸の被災地の医療施設が沿岸の被災地を支援し，
沿岸部から内陸部への一時的な患者移動は 102 名で，
また宮城県から岩手県南部には 16 名の患者移動があ
ったと報告された（図 15）．当院で受け入れた沿岸部
の透析患者は 18 名であり，宮城県北部の患者 2 名も
含まれ，その後家族，親族に身を寄せて当院での維持
透析に移行したのは 5 名に至った．

岩手県内で透析施設および透析患者に大きな混乱が
生じなかったのは，O 医師と行政との正確な情報収集，
情報発信であったと思われ，この場をお借りして深謝
する．

日常生活では，ガソリンの供給不足でガソリンを求
める車の列があちらこちらで見られ（図 16），またス
ーパーでは販売品の流通不足で空の商品棚も見受けら

図 14　一般道の自衛隊車両

図 15　沿岸からの患者移動数

図 16　ガソリンを求める車の列
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れ（図 17），生鮮食品の不足が目立った．

2-7　3 月 21 日（月曜日）以降

この日以降の透析は，受け入れ透析患者も含めてす
べての透析患者が以前通りの日中透析，中間透析，夜
間透析の通常のスケジュールに戻ることができた．

4 月 7 日（木曜日）23 時 32 分に今回の地震の最大
余震が起きた．震源地は宮城県沖でマグニチュードは
7.4，宮城県で震度 6 強，岩手県の沿岸部では震度 6 弱，
盛岡市は 5 強であった．幸いにも夜間透析がすべて終
了していた時間帯であり，患者への被害は無く短時間
の停電のみで翌日からの透析業務には支障は発生しな
った．以後も時々余震と思われる揺れを経験するが問
題は生じていない．

3　腹膜透析の状況

震災発生前の岩手県の腹膜透析患者は 144 名で，沿
岸部には 36 名の患者がいたが 1 名が津波で亡くなっ
た．当院の腹膜透析患者で震災時に外来で管理してい
た 27 名はいずれも盛岡市近郊の内陸部であり，沿岸
部の状況との比較を行ったので，簡単に報告する．

電源を必要とするデバイスを使用していたのは，当
院では 27 名中 5 名であるのに対し，沿岸部では 36 名
中 35 名であり，APD（機械を用いた自動腹膜灌流）
は当院では 7 名，沿岸部は 15 名であった．

当院の患者で自宅が損壊した者はいなかった．停電
の関係で充分な治療が行えない時期があったものの，
全員が自宅での治療の継続が可能であった．一方沿岸
部では自宅の流出・浸水，長期間の停電などのため移
動しての治療を余儀なくされたのが 13 名で，自宅で
治療が継続できたのは 22 名であった．しかし多くの

患者がどうにかして治療が継続できた．
腹膜透析は物品があれば自己対応で継続ができる治

療方法であるが，電源を必要とするデバイス，あるい
は APD の場合には停電が長期に及ぶ場合に少なから
ず影響をうけることは間違いがない．今後の患者指導
の必要性が感じられた．

本年度の岩手県ナースセミナーのアンケート調査で，
腹膜透析は震災に強いかの質問に対する結果を図 18

に示す．概ね震災に強い印象を持っているが，今後の
課題も浮き彫りにされた．

4　当院医療スタッフの被災状況

当院は岩手県内陸部の盛岡市にあり，スタッフのほ
とんどが内陸部に居住しているため，津波の被害もな
く，また住居が地震そのもので損壊したという話は聞
いていない．ライフラインの影響やガソリン不足，生
活用品の不足などがあったものの，日常生活に大きな
問題は生じなかった．しかし，沿岸部に実家を持つス
タッフのなかには家族・親族が被災した者もいたので
報告する．

図 17　空の商品棚

図 18　PD は災害に強いと思いますか？
55 名参加中，回収 48 名（11 施設・すべて PD 実施施設）

無回答
4

はい
33

いいえ
5

どちらとも
言えない
6
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親が住む生家が沿岸部のため，津波で全壊・流出し
た者や，配偶者の親が津波の犠牲になった者もいた．
また，沿岸部で維持血液透析を受けている母親と，震
災直後から連絡が取れず心配をしていたスタッフがい
た．そのような中，沿岸部の医療施設から臨時透析の
依頼を受けた患者が，その母親であり，臨時透析依頼
で安否が確認できたケースもあった．

筆者の後輩医師の両親は，地震の大津波と広範な火
災の被害が甚大であった気仙沼市在住で，震災後しば
らく音信が不通であった．彼の妹も仙台市で被災し，
その友人が気仙沼市の両親の安否を確認してくれて，
約一週間後に連絡がとれたということもあった．

不安，悲しみを抱えながらもスタッフは日常業務を

的確にこなしたことに感謝したいと思う。

まとめ

東日本大震災を経験し，岩手県内陸部について当院
の状況を中心に，血液透析，腹膜透析の状況および筆
者のまわりで起きたことに加え，自分で感じたことな
どについて報告した．

震災から 6 カ月が過ぎようとしているが，あの震災
時の岩手県の透析医療の危機管理・対策はこれから検
証し，今後の検討課題になると思う．

南海・東南海・東海地震の発生の可能性が大きいと
いわれている現在，私達の経験が少しでもその対策に
お役に立てればと思う．
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要　旨

東日本大震災により宮城県内の透析医療も大きな被
害を受けた．特に沿岸部，県中央部の被害は大きく，
全 53 施設中 4 施設が壊滅的被害を受け，550 名の血
液透析患者がその治療施設を失った．しかしライフラ
インの復旧は早く，沿岸部を除き 3 月 18 日までには
震災前の透析医療供給体制の 70～90％ にまで復旧し
た．この間，宮城県内の透析医療関係者の多くは「可
能な限り患者の生活の場近くでの透析医療確保」を共
通の目標に，その使命を果たした．

1　はじめに

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分，宮城県牡鹿半島
沖を震源とするマグニチュード 9 の東北地方太平洋沖
地震が発生し，宮城県内各地は震度 6 強～7 の激震に
みまわれた．さらに県沿岸北部，南三陸地方，仙台湾
に面した県中心～県南部沿岸全域に津波が押し寄せた．
ところによりその波高は 10 m を超え平成三陸大津波
となり，気仙沼市，南三陸町，石巻市，多賀城市など
を襲った．これら一連の災害は未曾有の大災害として
東日本大震災に発展し，死者，行方不明者合わせて 2

万人にも及ぶ大きな被害が発生した．

2　被害の概況

宮城県内の透析医療もこの東日本大震災により大き

な被害を受け，南三陸志津川クリニック（南三陸町，
透析ベッド数 17 床，透析患者数 51 人），宏人会石巻
クリニック（石巻市，透析ベッド数 82 床，透析患者
数 229 人），多賀城腎泌尿器科クリニック（多賀城市，
透析ベッド数 59 床，透析患者数 200 人）の 3 施設は
津波により直接，また泉黒澤クリニック（仙台市，透
析ベッド数 24 床，透析患者数 73 人）は地崩れにより
その全機能を失った．その結果，県中央部で 273 人，
沿岸部で 280 人の維持血液透析患者が拠りどころとな
る治療施設を失った．

地震発生翌日の 3 月 12 日昼の段階で宮城県内の透
析可能施設は 9 施設のみで（表 1），県中央部，県北部，
県南部，沿岸部での透析可能ベッド数は震災前のそれ
ぞれ 16.2％，22.1％，30.9％，44.3％ に減少した．県
内全血液透析患者の 60％ 弱が集中する県中央部の透
析可能ベッド数は特に少なく，2,745 人の血液透析患
者に対してわずか 159 床（組織的支援透析不可施設を
含む）であった．透析可能ベッド 1 床（1 透析装置）
当たりの血液透析患者数は 17.3 人と計算され，域内
での独立した透析医療が確保できる限界ポイントを超
えていた．もしこの状態が数日続けば域内透析医療は
完全に崩壊する危機的状態にあった．

しかし，ほぼ全壊となった上記 4 施設以外では施設，
透析設備の被害は案外少なかった．我々が把握してい
る範囲内では，津波被災地域の 2 施設で透析機械室内
の装置の転倒が報告されているが，津波被災地以外で

医療安全対策

東日本大震災
――　宮城県内透析医療機関の被害と対応の総括　――

佐藤壽伸　
仙台社会保険病院腎疾患臨床研究センター

key words：東北地方太平洋沖地震，平成三陸大津波，透析医療確保，域外脱出，ライフライン

Summary of the action against the East Japan Great Earthquake by nephrologists in Miyagi Prefecture and the damage of the dialysis units in 
Miyagi Prefecture from the disaster.
Department of Nephrology, Sendai Shakaihoken Hospital
Toshinobu Sato
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は震度 7 の激震にみまわれた県北部の施設を含めて固
定金具の破損，ワイヤー吊り下げ固定天井の破損，溶
解機の移動などの報告はあったものの完全な転倒など
の重大な被害の報告はなかった．患者監視装置につい
ては，フロア自立型の患者監視装置は従来からの提言
に従い，すべての施設でキャスターは固定されておら
ず，津波による直接被害を除き転倒の報告はなかった．
また棚置き式の患者監視装置についてもまったく被害
はなかった．地震直後の各施設の透析室内の様子は，
仙台社会保険病院の水上智加子看護師長らによる調査
が現在進行中であるが，患者ベッドのキャスターは固
定されており，患者監視装置とともに移動はしたもの

の大きな問題は生じなかった．またその他少なくとも
患者生命に影響するような重大な事態の発生はなかっ
たようである．

3　復旧の概況

宮城県では 1978 年の宮城県沖地震とその後の地震
の経験から，現宮城県透析医会会長の関野宏先生が中
心となり，様々な対策，行政への働きかけがなされて
いた．そのかいあって医療器材，薬剤の欠乏により透
析医療が支障をきたすことはなく，水の確保も比較的
スムーズに行われ，自家発電を有する施設では震災翌
日より稼動できたところが多かった．しかし，自家発

表 1　2011 年 3 月 12 日（東日本大震災翌日）昼時点における宮城県内
　　　　　　　　　 4 ブロック（県中央部，県南部，県北部，沿岸部）内の状況

震災前 震災後
（平成 23 年 3 月 12 日昼時点）

施設数
透析

ベッド数
（床）

透析
患者数
（人）

患者数/
ベッド数
（人/床）

施設数
透析

ベッド数
（床）

患者数/
ベッド数
（人/床）

県中央 32    984 2,745 2.8 2 159
（16.2％） 17.3

県南部   7    226    620 2.7 2   70
（30.9％）   8.9

県北部   9    343    788 2.3 3   76
（22.1％） 10.4

沿岸部   5    158    718 4.5 2   70
（44.3％） 10.3

合　計 53 1,711 4,871 2.8 9 375
（21.9％） 13.0

図 1　宮城県内透析施設の復旧経過（透析ベッド数，通常電源供給，上水）
　　　　　　 A：県中央部，B：県南部，C：県北部，D：沿岸部
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電設備は万能ではなく燃料の確保があって初めて役立
つこと，その設置場所も地域特有の災害スタイルを想
定し工夫する必要があることを付け加えておく．

今震災での宮城県内における水，電気などのライフ
ラインの復旧は思いのほか早く，通常電源の供給は沿
岸部を除き震災 3～6 日後から，上水の供給も県中央
部，県北部では震災 6 日後に 80％ の施設で復旧した

（図 1）．その結果，透析施行可能ベッド数も時間と共
に増加し，県中央部では 3 月 15 日（震災発生 4 日目），
県南部では 3 月 16 日（震災発生 5 日後），県北部では
3 月 17 日（震災発生 6 日後）に震災前の 50％ に回復
し，県内透析医療崩壊の危機を脱した．さらにその
1～2 日後には沿岸部を除く宮城県各ブロック（県中
央，県南部，県北部）の透析医療供給体制は震災前の
70～90％ に復旧した．しかし，沿岸部の復旧は 3 月
19 日（震災 8 日後）までの期間にはまったく進まな
かった．

4　患者への対応

以上のような震災発生直後から 8 日間の経過である
が，宮城県内の透析医療関係者の多くは「可能な限り
患者の生活の場近くでの透析医療確保」を共通の目標
に，各人の置かれた状況の中で，そのベストを尽くし
使命を果たした．その結果，宮城県内約 4,700 人の維
持血液透析患者のうち 96％ は家族のいる地元宮城の
地で透析治療を継続でき，透析時間も 3 月 21 日以降
は 4 時間・週 3 回を確保できた施設が多かった．

しかし，沿岸部の津波被災地区では「生活の場近く
での透析医療確保」は困難を極めた．その理由はさま
ざまであった．津波により町が跡形もなく消え，生活
の場，治療の場ともに失われた南三陸志津川クリニッ
クでは選択の余地はなく，県中央部が依然混乱してい
る中の 3 月 14, 15 日を中心に，24 人の患者が石巻赤
十字病院・東北大学病院経由で，あるいは山形県医療
局の仲介で直接山形県に脱出，また後に 3 人の患者が
気仙沼市立病院・東北大学病院経由で気仙沼市立病院
の患者とともに北海道に脱出するなどした．その結果，
南三陸志津川クリニックでは，約半数の患者が透析治
療継続のために生活の場を離れざるをえなかった．

石巻地区では，石巻赤十字病院の木下康通先生を中
心に，5 人の腎臓内科医により震災発生直後から透析
医療確保のためのさまざまな努力が行われた．県中央

部，特に宏人会グループとの絶妙の連携もあり，津波
での被害が最も大きかった地域にもかかわらず地元の
透析医療が崩壊することはなかった．

沿岸北部の気仙沼は震災直後，津波と火災により一
時は病院施設自体の確保の危機にあった．しかし，幸
いその危機は回避され，透析関連設備も確保された．
その後近隣の透析施設が被災したこともあり，施設設
備の保たれていた気仙沼市立病院に気仙地区の透析患
者が集中し，被災者でもある気仙沼市立病院の透析医
療スタッフのみでは気仙沼市立病院に求められる透析
医療のニーズに応えることが困難と判断された．その
ため，3 月 16～21 日にかけて，宮城県外（岩手県，
栃木県など）へ 16 人が自主的に脱出，3 月 19～23 日

（震災発生 8～12 日後）に 77 人が東北大学の仲介で組
織的に北海道札幌周辺へ，また 8 人が千葉県松戸に搬
送された．気仙沼ではこの地域外脱出により 3 月 21

日（震災発生 11 日）以降，透析時間 4 時間・週 3 回
の透析スケジュールが確保され，透析の質が改善した．

筆者は震災後初めて気仙沼の地に入った透析関係者
として，震災直後から 19 日まで 8 日間，地域外から
のごく限られた支援にもかかわらず，被災地気仙沼で
の透析医療確保の使命を全うした気仙沼市立病院透析
室スタッフ一同，またその他関係者全員の行動を報告
し，もしこの震災後急性期の「地元の透析医療を守
る」行動がなければ，患者の生命は危機に曝され，ま
たその後の域外脱出もなかったことを強調しておきた
い．さらに気仙沼で行われた組織的脱出は，日常から
局地完結型の医療を求められ，震災後その孤立した状
況がさらに悪化した地域特有の理由，問題があったこ
とも申し述べておきたい．

5　おわりに

本誌では県中央部，沿岸部南三陸町周辺，石巻市周
辺の状況と各地域での対応をそれぞれ仙台社会保険病
院腎センターの木村朋由先生，元南三陸志津川クリニ
ック（現塩釜鳥越腎クリニック）院長高橋寿先生，石
巻赤十字病院副院長木下康通先生が別稿で報告してい
るのでそれらの詳細については各稿に譲りたい．

最後に震災直後の一週間，常に私の頭の中にあった
透析医療確保のポイントを表 2 にまとめておく．こ
れはあくまで私見であり，科学的根拠はまったくない
が，宮城県内でこの震災中透析医療確保に係わった多
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くの医師の行動のまとめでもあり，各地域での災害対
策の一助としていただければと思う．また

①　震災発生後初期の大規模組織的域外脱出は少な
くとも宮城県では困難であったこと

②　震災の形態には地域による特徴があること

③　震災に対する対応は各地域の社会基盤の状況，
医療体制，住民の地域に対する感情により大きく
異なり，地域による個別の工夫が重要であること

を強調しておきたい．

表 2　3.11 東日本大震災において宮城で感じた域内透析医療確保のポイント
　　　　　　　 （域内治療継続か脱出かを含む災害初期対応決定の重要ポイント）

1. 基幹施設（自家発電，貯水槽，入院設備を有する）と地理的に近接する複数の維持透析
施設（サテライト，クリニック）が協力し，災害対応透析医療組織を構築する．

2. 透析医療組織全体として，以下の各項の確保を検討する．
　①　急性期（震災 1～3 日）
　　最悪でも下記以内で域内患者 1 人あたり週 3 回の透析治療の確保．
　　 ● 2.5 時間透析，1 日 5～7 クール，の施設スケジュール
　　 ● 2.0 時間透析＋ECUM  1 時間，1 日 5～7 クール，の施設スケジュール
　②　復旧早期（震災 2～7 日）
　　急性期透析治療スケジュールの経時的改善が望める．
　　災害発生 10 日以内に震災前に近い透析治療の確保が可能．
　　 ● 許容範囲内に復旧可能な施設設備の被災状況
　　 ● 水・電気，医療器材，薬剤の継続的確保が可能
　　 ● 人員の確保と人員の肉体的，精神的健康の維持が可能
3. 上記が困難と推測，判断される場合は，速やかに組織的域外脱出の準備に取り掛かる．
4. 組織的域外脱出の実施に際しては実施時点での周辺地域の復旧状況を考慮し，最終的に
その脱出先（隣接災害対応ブロック，隣県，広域遠隔搬送など）などの詳細を決定する．

5. 患者生活環境も域外脱出の参考とする．
6. 域内で透析医療に関連し活動する災害派遣緊急医療チームも上記透析医療組織の管理下
に置く．
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要　旨

2011 年 3 月 11 日，観測史上日本最大の震災が宮城
県を直撃した．すべてのライフラインが県内全域で途
絶し，県内 53 透析施設のすべてが機能を停止した．
震災翌日の時点でも使用可能な透析病床数は震災前の
わずか 14％ であった．

大量の透析難民が発生すると想定される状況下で，
透析最終拠点病院である当院は，震災翌日から 90 時
間連続で透析治療を続けることで対応し，宮城県の透
析医療危機を乗り越えることができた．本稿では，当
院が実際に行った震災対応について，また震災を経験
したうえでの今後の課題・対策について報告する．

1　宮城県の透析患者の被災状況

3 月 11 日，マグニチュード 9.0，震度 7，観測史上
日本最大の震災が宮城県を直撃した．全国死者 15,735

人のうち 9,417 人，約 60％ が宮城県に集中した（2011

年 8 月 27 日時点）．
宮城県内の透析患者総数は約 4,700 人で，今回の震

災による人的被害は震災死 35 名，行方不明 10 名であ
った．このうち県東・沿岸ブロックは震災死 29 名，
行方不明 10 名を占め，津波による沿岸部の被害が大
きい被災状況であった．県内透析 53 施設のうち 3 施
設が，津波による崩壊・水没により 1 カ月以上の長期
透析不能となった．地震そのものによる建物被害は少

なく，1 施設が半壊（その後 4 月の大余震で全壊）と
なったものの，残り 49 施設は電気・水道が復旧すれ
ば透析可能な状況であった．

しかし 3 月 11 日の地震発生後，電気・ガス・水道・
通信などすべてのライフラインが県内全域で途絶し，
県内 53 透析施設のすべてが機能を停止した．震災翌
日の 12 日の時点で透析可能だったのは 9 施設のみ

（一部使用可能を含む），使用可能透析病床数は 239 床
と震災前のわずか 14％ であった．ただし，この時点
で 4 割の施設と連絡がとれず，当院が確認できた透析
可能施設は 3 病院 105 床であり，大量の「透析難民」
が発生すると想定した．

2　仙台社会保険病院の震災対応

2-1　3 月 11 日以前の震災対策

元々宮城県は近い将来，宮城県沖で地震が発生する
ことが予測されており，それに対する十分な対策が立
てられていた．当院では，3 月 13 日に震度７の地震
を想定した透析 3 施設合同の防災訓練を予定しており，
3 月 10 日に打ち合わせは終了していた．11 日の実際
の大震災のため訓練そのものは実施されなかったが，
今回の震災を乗り切るうえで直前のシミュレーション
が非常に有効であった．

当院のライフライン確保に関しては以下のような状
況だった．

①　電気：非常事態に備えた計 1,250 kV という大容

医療安全対策

東日本大震災における透析最終拠点病院の対応
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量の自家発電機を設置しており，照明だけでなく
人工透析も継続できる能力を持っていた．燃料の
重油も透析連続稼働が約 1 週間可能な備蓄があっ
た．

②　水道：計 94 t の貯水タンクを設置しており，ま
た仙台市水道局から給水車による迅速な協力が得
られた．

③　ガス：災害を想定し，10 年前に都市ガスから
プロパンガスに変更しており，都市ガス供給途絶
の影響はなく，震災翌日から温かい食事を提供す
ることができた．

2-2　震災翌日から 90 時間連続の透析治療

震災当日は全 420 床の入院患者を一旦屋外に避難さ
せ，建物の損壊状況を確認のうえ損傷の少ない第一病
棟と透析センターに分散収容した．併行して透析セン
ターの設備点検を行い，12 日朝には透析可能な状態
とした．透析医療器材に関しても，震災前からの製
薬・透析業者との打ち合わせ通りに，ダイアライザー
は 12 日に 3,000 本・13 日に 2,600 本，透析回路は 12

日に 5,000 セット，生理食塩液は 13 日に 3,000 本，透
析液は 14 日に通常の 3 カ月分が速やかに当院入荷と
なった．

震災直後から MCA 無線などを使用し，県内各施設
の情報把握を行ったが十分な情報は得られず，多くの
透析難民が続出することを予想した．このため，12

日朝よりすべての患者を受け入れることをラジオで呼
びかけたところ，他施設の透析患者が次々と来院した．

すべての患者に対応すべく，12 日午前 9 時から透
析センター 63 床を休みなく稼働させ，24 時間体制で
血液透析を実施した．通常の 4 時間透析ではあふれる
患者に対応できないため，2.5 時間の透析時間に 0.5

時間の準備・入れ替えを加えて 3 時間を 1 クールとし，
24 時間で最大 8 クールの透析を行った（図 1）．震災
翌日の 12 日午前 9 時から 15 日午後 12 時にかけての
洗浄時間を除く 3 日半，不眠不休で血液透析治療を継
続した．

13 日朝より県内最大規模の透析施設である宏人会
（仙台市内 3 施設，計 134 床）が再開し，当院および
仙台赤十字病院と共に仙台市周辺の透析患者を分担す
ることで透析診療体制を構築することができた．

また，14 日夜から通信が復旧するとともに施設単
位の行動が可能となった．これにより，他施設の患者
が施設単位で来院し，医師・臨床工学技士・看護師，
また透析材料も持参できたため当院透析センターの
様々な負担が軽減した．患者も普段から診療にあたる
スタッフが診療にあたることで震災下の精神状態に好
影響を与えた．

各施設が徐々に復旧し透析再開可能となってきたた
め，15 日午前 9 時から 3 時間透析が可能となり夜 12

時で終了．震災後 5 日目の 16 日には通常の 4 時間透
析が可能となった．震災後 1 週間の血液透析実施患者
数は延べ 1,759 名である．

2-3　腹膜透析患者の被災状況

県内の腹膜透析患者総数は 63 名であったが，沿岸

図 1　震災後 1 週間の透析スケジュール
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合計　延べ 1,759 人/週
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部の 1 名が津波で亡くなられた．血液透析が大量の電
気・水道などライフラインに依存する病院内治療であ
るのに対し，腹膜透析はライフラインの影響を受けな
い在宅治療である．当院では 20 名の腹膜透析患者が
通院治療を行っていたが，血液透析のパニック状態に
比べ大きな問題はなく震災を乗り越えられた．

当院 20 名のうち 12 名は CAPD 患者であり，自宅
に透析液在庫が十分にあり在宅医療を継続した．8 名
の APD 患者のうち 5 名は停電で APD 継続困難とな
ったものの，一度受診してもらい IPD にシステム変
更することで対処できた．いずれの APD 患者も 1 週
間以内に電力が復旧し APD に戻っている．

3　今後の課題・対策

仙台社会保険病院は，宮城県および周辺地域におけ
る腎臓病患者の最終拠点病院の役割を担ってきた．今
回の震災でもその役割を果たすことができたと安堵し
ている．

阪神淡路大震災や新潟中越沖地震など，過去の教訓
を踏まえた日頃の訓練や対策が十分に生かされたと感
じた一方で，実際に経験すると災害の規模や範囲が想
定を大きく超えており，経験の重要性を認識するとと
もに新たな問題点も浮き上がった． 

3-1　通信手段の整備

震災発生後に直面した最大の問題は，すべての通信
が途絶し，情報の共有体制が崩壊した点であった．宮
城県では災害時の通信手段としてほとんどの透析施設
が MCA 無線注）を配備しており，今回もある程度の効
力を発揮した．しかし長期間の停電によるバッテリー
切れの問題，震災で基地局間の光回線が遮断され通信

不能になるという問題が生じた．宮城県腎臓協会の災
害対策ワーキンググループ（以下，県 WG）では
MCA 無線の問題解決とともに，衛星電話や携帯電話
メールによる第二，第三の連絡網の整備を行っている．
注）　MCA 無線：複数の周波数を多数の利用者が効率よ

く使える業務用無線通信．混信に強く，無線従事者資
格が必要ない．宮城県では震災対策として各地域医師
会および 9 割以上の透析施設に配備されている．

3-2　災害時の透析拠点病院

大災害時，通信遮断時における透析支援体制を構築
し，透析患者に周知させておく必要があると感じた．
今回の震災でも，早期に透析開始可能であった総合病
院 7 施設（図 2）は地理的にもバランス良く配置され
ている．

具体的には，まず各施設での対応，次に地域拠点病
院対応，最後に最終拠点病院対応および他県搬送の検
討，という体制整備と患者への周知である．本来，透
析拠点病院は地域災害拠点病院ではない事が望ましい
が，マンパワー・入院病床・自家発電などライフライ
ン・行政への働きかけなど種々の問題から，仙台中心
部以外では透析拠点と災害拠点を兼ねざるをえない状
況である．

県 WG では，今回の震災で透析可能であった床数
と床数毎の透析患者数の割合により，地域ブロックの
再編成を行っている．可能な限り生活の場近くでの透
析医療を確保することが透析医療関係者の目標であり，
同時に患者側からの強い希望でもある．地域拠点病院
体制を強化することにより，可能な限り目標に近づき
たい．

図 2　災害時透析拠点病院の体制構築
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3-3　透析患者の県外搬送

透析ができなければ透析可能地域に運ぶのが基本だ
が，交通遮断，ガソリン不足，遠方に行きたくない患
者の心情など種々の問題があった．今回の震災におけ
る透析患者の県外移動は個人的移動も含めて延べ 200

人であり，県内透析患者の 4％ にとどまった．主な内
訳は，3 月 14 日から数日間にわたって県南地域から
山形県に移動した約 100 人，3 月 22 日から北海道へ
移動した県沿岸部患者が 80 人だった．

今回の震災経験から，透析可能地域への搬送が切迫
して必要とされたのは急性期 4 日間であったと考えら
れた．遠隔地搬送は急性期を乗り越えた時点において，
被災重度地域が選択した手段として行われた．決定・
実行まで日数を要するため急性期の手段には適さず，
震災直後の透析医療危機に対しては，被災県および周
辺県で対応しなければならない事が現実だと考える．

県 WG では，自県内の震災対策と同時に，他県震

災時の支援透析対策を検討している．宮城県全体で透
析患者 2,000 人程の支援を考えており，被災県が自県
内で対応不能となった時には速やかに搬送準備を整え
同時に県 WG に依頼を頂きたい（通信遮断時のさい
には，依頼と患者出発が前後しても対応できるよう準
備）．県内各ブロックはあらかじめ支援可能人数を提
示しており，県 WG が依頼人数に応じて分配する体
制を整えている．

4　おわりに

誰も経験のない大震災であったが，多くの人たちの
力が集結したことで乗り越えられた事を実感する．支
援を頂いた全国の医療関係者の方々，駆けつけて頂い
た製薬・透析業者の方々，昼夜問わず透析治療にあた
った当院および県内透析施設スタッフに感謝を述べた
い．また，今回の経験を繋げることで全国の震災対策
のお役に立てればと願います．
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要　旨

東日本大震災で石巻医療圏は地震と津波により大き
な被害を受けた．透析施設（4 施設，透析ベッド 161

床，患者約 540 人）は当院（30 床）以外，停電・断
水・冠水等被害により透析ができなくなった．震災翌
日より当院に多数の患者が来院，透析を行った．3 日
目には対応できない患者数となったが，圏外施設との
通信が可能となり，圏外搬送で対応した．以後，透析
時間の短縮，回数の減少，4 割前後の患者の圏外通院
などにより，透析治療を提供できた．震災約 10 日後
2 施設，約 40 日後 1 施設が再開し，震災前の体制に
戻った．

1　諸　言

石巻市は宮城県の北東部沿岸地方に位置し，太平洋
に面し，旧北上川の河口に港町として開けた都市で，
近年は工業も盛んである．仙台市に次いで宮城県で二
番目に大きな市で，隣接する東松島市，女川町と共に
石巻医療圏を形成している．宮城県全体の人口は震災
時 236 万人，石巻市は 16 万人台で，石巻医療圏全体
で 22 万人台であった．

石巻赤十字病院は石巻医療圏の基幹病院であり，宮
城県に 15 ある災害拠点病院のひとつである．2006 年
5 月に新築移転し，免震構造 7 階建て，病床数 402 床，
26 診療科，職員数 790 人であり，2009 年 7 月には救
命救急センターを開設し，医療圏の急性期病院として

主に救急医療，専門医療を担っている．石巻医療圏は
他の東北地方と同様，近年，地域医療の崩壊に見舞わ
れており，石巻赤十字病院は救急・一般診療で外来・
入院とも平時より常に混雑している状態であった．

宮城県の透析患者数は震災時約 4,800 人であり，石
巻医療圏では約 540 人であった．施設は 4 カ所で，石
巻赤十字病院（透析ベッド 30 床，透析患者 128 人），
宏人会石巻クリニック（82 床，237 人），仙石病院（39

床，115 人），真壁病院（10 床，29 人）であったが，
近年地域として透析の病床数は不足していた．

2　石巻医療圏の大震災

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分，三陸沖を震源地とす
る 1000 年に 1 度と言われるマグニチュード 9.0 の巨
大地震が発生した．揺れの一番ひどかったのは宮城県
北部で震度 7，石巻では震度 6 弱であった．地震発生
後まもなく三陸沿岸には大津波が襲来した．石巻鮎川
港には 15 時 26 分，高さ 8.6 m 以上の第一波が襲った．
さらに津波は北上川を遡上し内陸部深く約 50 km 上
流まで達した．

石巻市の沿岸部では襲来した津波により多くの人が
流され，また，広範囲に多くの家屋が倒壊・流失した．
さらに，沿岸部の津波と，河川を遡上した津波により
市街地の大半が冠水，避難した人々は避難先に閉じ込
められ，また，自宅等にいた人々は冠水した家屋に閉
じ込められた．石巻では地震の揺れによる被害より，
津波・冠水による被害のほうがはるかに大きかった．

医療安全対策

東日本大震災：災害拠点病院石巻赤十字病院 
透析センターからの報告

木下康通　
石巻赤十字病院
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市街地の冠水は数日続き，多くの人々が自衛隊のヘリ
コプターなどで救出された．また，市街地の道路は津
波によるがれきで埋まり，交通は長期にわたり遮断さ
れた．外部からの交通も鉄道が破壊され，一般道も三
陸縦貫自動車道も地震の被害により通行が制限された．

3　地震直後の石巻赤十字病院

5 年前に新築された赤十字病院は免震構造で，大地
震が襲ってきた時がたがたといった激しい揺れ方はせ
ず，ゆーらゆら，グーラグラといった感じで揺れた．
地震と共に外部からの電気，水道，ガスが供給停止，
エレベーターは停止したが，自家発電がすぐに作動し
非常電源が確保され停電になることはなく，水道は貯
水槽からの水の供給で断水になることもなかった．固
定電話や携帯電話は間もなく使用不能となり，携帯の
メール，インターネットも夕方には使用不能となった．

病院の事務室に直ちに災害対策本部が設置され，地
震および病院の被害状況等の情報収集が行われた．免
震構造の効果であろう，病院にはこの大地震でも人的
被害はなく，建物と周囲にやや段差ができたが建物自
体には大きな被害はなく，一部の病棟などで書類が棚
から落ちた程度であった．停電がなくテレビから情報
が入ったので石巻市内の様子はわからなかったが，大
地震と大津波の実況中継で広域の大災害であることは
すぐにわかった．外来診療等は直ちに中止，1 時間後
には院内に救急患者用のトリアージエリアが設置され
職員が配置につき，患者の到来に備えた．

夕方になると石巻市内，病院周辺の様子が少しずつ
わかるようになった．市内沿岸部や旧北上川河口に津
波が押し寄せたようであるということ，牡鹿半島の先
端の鮎川浜が津波で壊滅状態であること，石巻駅周辺
が津波で冠水していることなどである．

夜になると自衛隊が病院に到着，災害対策本部を病
院の事務室に置いた．夜には海岸から 5 km 位離れて
いる病院の近くまで冠水し，病院の敷地・駐車場は若
干周囲より高くなっているため冠水はしなかったが，
病院周囲の田は一面冠水した．病院の駐車場には市内
からたくさんの車が避難してきた．

当日の救急患者は予想外に少なかった．市街地が冠
水して患者が病院に来れなかったこと，通信手段がな
く救急車が呼べなかったこと，救急車自体が半数以上
津波で流されてしまったからである．石巻市街は停電

のため真っ暗で，その中で病院だけ煌々と明かりがつ
いており，外から見ると水に浮かんだ不夜城のようで
あったとのことである．日が暮れると冷え込み，小雪
が舞っていた．

4　3 月 11 日（金）　震災当日の透析室

午後 2 時 46 分，大地震が襲ってきた時，透析室で
は 13 人の患者が透析治療を受けていた．同じ階の医
局にいた筆者は激しい地震の揺れの中をよろけながら
透析室に走った．透析室ではスタッフが散開し患者の
ベッドサイドに寄り添い，患者達は騒いでいる様子も
なく治療を続けていた．透析室の施設にはたいした被
害はなく，輸液ポンプが 1 台破損した程度でモニター
転倒，血液回路の離断，機器の故障といった事故はな
かった．地震と共に外部からの電気，水道，ガスは供
給停止となったが，電気はすぐに自家発電に切り替わ
り，また，透析液用水は貯水槽から供給されていたの
で透析に支障はなかった．透析の中止・継続の判断を
マニュアルに従い 20 分後と指示し，地震および病院
の被害状況等の情報収集を行った．病院の被害は軽微
であるが，地震は大災害であるような様子が間もなく
わかった．

このような災害が起きた場合，通常は余震等でのト
ラブルを避けるために透析治療を中断することが多い
が，今回は広域の大災害であることが予想され，明日
以降の透析治療の可・不可が予測できなかったため，
できる透析は本日やってしまったほうがよいと判断し
透析を継続した．午後の透析の患者で透析の開始を待
っていた人達の治療も新たに開始した．この日は朝に
たまたま機器の故障があり，通常の透析の予定が 2 時
間弱遅れ，また，地震のため遅れて来院した患者もい
たため透析は 23 時 45 分までかかったが，特に問題は
生ぜず終了した．市街地が冠水し，帰宅できない患者
が多数病院に泊まった．一部高齢の患者は透析終了後，
そのまま透析のベッドで宿泊した．スタッフも多くが
帰宅できず，病院に泊まった．

石巻医療圏では，地震に備えて圏内の透析施設 4 施
設（石巻赤十字病院，宏人会石巻クリニック，仙石病
院，真壁病院）と周囲の 2 施設（南三陸志津川クリニ
ック，登米市のやすらぎの里サンクリニック）で石巻
圏透析施設災害時ネットワーク（IHD）を設け，災害
時の協力体制を検討し，MCA 無線を用いた災害時の
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通信訓練などを行っていた．震災直後 MCA 無線で石
巻圏内の 3 施設には連絡がつき，いずれの施設も停
電・断水などのために地震直後に透析を中断，透析が
行えない状況であることがわかった．圏外の施設には
連絡がつかなかった．明日以降，他院の多くの患者の
透析を当院で行わなければいけないであろうことが予
測された．また，震災の直後から固定電話，携帯電話
いずれも不通となり，患者達との連絡手段はなく，明
日，自院の患者がいつ何人位来院できるのかも不明で
あった．とにかく朝から来院した患者を順番に透析を
行う予定にし，翌日に備えた．

5　3 月 12 日（土）　震災 2 日目

深夜，未明から赤十字病院 DMAT，救護班などが
続々到着した．夜明けと共に救急患者も多数来院した．
前日来のテレビの情報などで大地震の様子は幾分わか
ったが，この時点では被害の大きかった石巻周辺には
マスコミが入っておらず，石巻自体の詳しい状況はわ
からなかった．病院の職員は昨日大半が帰宅できず病
院に宿泊しており，病院は早朝から救急態勢に入った．

透析室でも周囲の施設の状態がよくわからなかった
が，石巻医療圏で透析が可能なのは当院だけだという
ことはわかった．従来，地震では 3 日間を乗り切れば
何とかなるといわれていたので，スタッフ自身も自宅
や家族が被災していたが，とにかく今日，明日は頑張
りましょうということになった．

自院の透析予定の患者だけでなく，他施設の昨日金
曜日の午後に透析のできなかった患者，本日土曜日が
予定の患者が透析を受けようと次々と訪れた．志津川
からはヘリコプターで救助された透析患者 14 人が搬
送され，南三陸志津川クリニックは透析施設ごと津波
で流されたことがわかった．救急車で搬送されたり，
DMAT，救護班に連れられてくる患者も多数いた．

石巻赤十字病院の透析室には 30 台の透析ベッドが
あったが，これまでも医療圏は透析ベッドが不足して
おり，一部，二部，三部で透析を行い，1 日 60 人強，
2 日で 120 人強前後の患者の透析治療を行っていた．
通常の治療を行ったのでは新たな受け入れの余裕はな
かった．そのため午前 9 時から開始し，すべての患者
の透析時間を 3 時間に短縮，可能な限りの人数の透析
を行うこととした．午後には 120 人以上の患者が来院，
来院患者全員を透析できないことが判明，一部日曜日

に予定してもらった．結局，翌日の午前 3 時までかか
って，自院の患者 41 人，他院の患者 79 人，5 クール，
計 120 人の患者の透析を施行した．当日，病院全体の
救急患者は 800 人前後であったから，当院の透析患者
を除いても救急患者の 10 人に 1 人は透析患者だった
ことになる．透析治療には他院のスタッフも多く加わ
り協力して行った．

石巻医療圏にはこの時点で約 540 人前後の透析患者
がいた．12 日（土）と 13 日（日）で透析をしなけれ
ばいけない患者は，11 日に透析をできなかった患者
と 12 日透析予定の患者の計約 300 人で，12 日に透析
をできた患者数は 120 人，計算上，13 日（日）に透
析が必要な患者が全員来院でき，来院したとすると約
180 人となり，1 人 3 時間とすると当院 1 日で透析す
るにはかなり困難と思われた．

6　3 月 13 日（日）　震災 3 日目

この日，病院には震災を通じて一番多い 1,200 人を
超える救急患者が受診した．自衛隊をはじめとする多
数のヘリコプターが離着陸し，救急車はひっきりなし
に来院し，病院内は簡易ベッドで寝ている患者，受診
してきた患者，避難してきている市民でごった返して
いた．

透析室では災害時のマニュアルに従い，病院の災害
対策本部とは別に透析室災害対策本部を透析室内に設
置した．メンバーには IHD の参加施設のスタッフも
加わった．石巻医療圏の他，平時は車で 1 時間の距離
の仙台医療圏など宮城県内の透析施設の地震情報を収
集し，石巻医療圏の透析患者の透析ベッドの確保が必
要であった．また，患者達と電話連絡ができない状況
で適切な透析のベッドコントロールを行うためには，
各施設毎に患者のコントロールが必要であった．

朝から金曜日，土曜日に透析ができなかった各施設
の患者が来院した．透析室の周辺のフロアは一般の避
難民を含め，避難宿泊している透析患者と新たに来院
した透析患者で混乱し，患者達も必死であったが対応
したスタッフも血眼であった．午前中には透析の必要
な患者は 100 人あまりに達し，赤十字病院だけでは当
日中に透析しきれないことがはっきりしてきた．

固定電話，携帯電話，MCA 無線では圏外施設との
連絡は不可であったが，この頃から病院で準備した衛
星携帯電話で圏外の施設の状況がわかるようになって
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きた．仙台社会保険病院，仙台の宏人会木町病院，中
央病院，県北大崎市の市民病院などは透析可，仙台赤
十字病院，大崎市の永人会病院などは制限はあるが可
であった．仙台の宏人会病院に衛星携帯電話で連絡が
つき，石巻赤十字病院で透析を待っている患者の中で
宏人会石巻クリニックの患者 44 人に仙台で透析を受
けてもらうこととなった．地震 3 日目の混乱の中で，
仙台までの交通手段の確保は行政に依頼しても困難で
あったが，ある透析患者の縁を頼ってなんとかバスを
2 台チャーターし，仙台に患者を送り出し破綻をまぬ
がれた．

その日は結局，夜の 12 時まで自院の患者 17 人，他
施設の患者 85 人，4 クール，102 人の患者の透析を行
い終了した．

7　震災 4 日目以降

3 月 14 日（月），地震は 3 日間乗り切れば大丈夫と
いう透析施設の言い伝え（？）は外れて，混乱はまだ
続いていた．石巻クリニックの患者 240 人を何とか仙
台での透析でお願いし，残った 300 人前後の患者の透
析を施行するために，透析は 1 人 1 回 3 時間，週 2 回，
1 日 4 クールで行うこととした．石巻クリニックの患
者は同クリニックが当初冠水していたため，石巻赤十
字病院をベースにして 1 日 100 人弱が 2 台のバスに分
乗し，1 台は 2 往復で仙台へ通うこととなった．これ
により石巻医療圏の患者達に取りあえず透析を提供で
きる体制ができた．この日も深夜 1 時までかかったが
114 人の患者の透析を施行した．

3 月 15 日（火），前日，宮城県の災害医療コーディ
ネーターである東北大学病院血液浄化療法部の宮崎真
理子医師より，日本透析医会を通じて透析患者を被災

地から後方搬送したらどうかという提案があり，石巻
の避難所で不便な思いをしていた志津川からの透析患
者 17 人をわずか 1 日の準備期間であったが，仙台を
経由して山形の透析施設へ送りだした．この日以降は
透析回数を週 2 回に減らしていることもあり，100 人
以下の患者を 3～4 クールで透析を行い，その日のう
ちには透析を終了することができるようになった．

その後も透析材料の確保，入院の必要な透析患者の
東北大学病院や仙台赤十字病院への後方搬送入院，透
析患者の避難所の確保・集約化，患者の避難所，自宅
からの交通手段の確保など多々問題はあったが，3 月
21 日より仙石病院が透析再開，3 月 24 日，真壁病院
が透析再開した．当院は 3 月 28 日（月）から通常の
透析体制に復帰することができた．その後も石巻クリ
ニックの患者はバスで仙台や大崎の透析施設，そして
圏内の仙石病院などの代替施設に通わなければいけな
かったが 4 月 19 日には施設が復旧し，石巻医療圏内
の全透析施設は震災前の体制となった．

8　最後に

震災直後，石巻医療圏での透析医療の提供はかなり
困難であったが，何とか最低限の医療は提供できたよ
うに思う．自らも被災しながら働き続けた各施設のス
タッフの尽力，石巻医療圏の透析施設間の協力，仙台，
大崎などの透析施設の援助，そして，石巻市，宮城県，
自衛隊，東北大学，透析医会，全国の透析関連施設，
全国からの救護班などのたくさんの方々の支援による
ものであった．

最後に，地震で亡くなられた当医療圏透析患者 27

人の方々の御冥福をお祈りいたします．
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要　旨

東日本大震災は未曾有の体験であった．震度 6－の
大地震，それに続く波高 20.5 m に及ぶ大津波による
壊滅的被害の中，血液透析治療中の患者さん達が周囲
からの支援に支えられどのようにして避難し，そして
再び故郷に帰り得たかについて報告した．大災害の被
災者を救うのは支援がすべてであることを汲み取って
戴ければ幸甚である．体験から得た復旧，復興への指
針や防災対策についても若干の報告を加えた．

はじめに

去る平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災のさいには
多くの方々より多大なご支援を頂戴いたしました．通
信手段が完全に途絶え，これまで謝意をお伝えするこ
ともなく過して参りました．この誌上をお借り致し心
から厚く御礼を申し上げる次第です．

日本の観測史上最大のマグニチュード（M）9.0 と
いう大地震とそれに続く大津波により通信機器，医療
機器，診療録およびそのバックアップシステム，診療
所建屋などすべての物が損壊，流失してしまいました

（図 1, 2）．大地震発生後，患者や職員の避難が優先さ
れ被災状況を具に調べる暇もありませんでした．南三
陸町の大半も流失してしまったことはご存じの通りで

す（図 3, 4）．津波による被災後，診療所建屋の姿形
は見当たらず，発見されたのは瓦礫に埋まった透析患
者監視装置 2 台と地下から浮かび上がった巨大な浄化

医療安全対策

南三陸町小規模開業施設からの
東日本大震災被災報告
――　血液透析治療中の緊急避難　――
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図 1　東日本大震災前の南三陸志津川クリニック

図 2　東日本大震災後の南三陸志津川クリニック
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槽のみといった有様でした．携帯電話，クレジットカ
ード，住所録，本すべてが流失し，院内のものは紙切
れ一枚残らず，まるで手足を捥ぎ取られたような感覚
でした．このような状況ですので資料に基づく正確な
報告は困難です．記憶を辿って当時の様子を物語風に
叙述しますので，単なる被災・避難・救出の報告文と
してご一読戴ければ幸いです．

1　開業の契機と診療所建屋建設

約 7 年前，南三陸町腎友会の方々から「是非とも南
三陸町で働ける腎臓病専門医を紹介して欲しい．」と
の強い要請がありました．私どもとしては随分努力い
たしましたが思うにまかせず紆余曲折の末，結局は自
分達で開業する羽目になってしまいました．院長の友
人達から「院長はこれから何年生き延びるつもりか？
発作性超高齢異常開業だ．」と揶揄されつつも諸事克
服し開業に至りました．

診療所建屋は 500 m2（土地 1,000 m2），鉄骨造，屋
根はストレート葺き，平屋建てでした．基礎となる土
台は鉄筋コンクリートでした．間仕切壁の補強には鉄
骨を十分過ぎるほど使い地震への備えとしました．町
のいたるところにチリ地震津波時の潮位（波高）標識

（2.8～3.0 m）があり，私達の念頭から津波の文字が
失せることはありませんでした．先ずは津波の情報収
集から始めました．漁師さんはじめ漁業関係者，建築

業者の方々，町役場職員の方々，町会議員の方々，一
般町民の方々と津波に対するご意見を伺いました．大
方の人々は津波といえば，これまで経験したなかで最
も大規模であった「チリ地震津波」が脳裏にあったよ
うです．その津波の高さ（波高）は最高 2.8～3.0 m

で未だ海岸に防潮堤が建設されていなかった時代の話
です．聴取できた話をまとめると，「もし津波に襲わ
れても深刻な事態にならぬであろう．新防潮堤が建設
されたので浸水しても潮位は膝頭下」というものでし
た．今となって思えば誠に甘い判断であったといわざ
るをえません．甘い判断といえば，今回の大震災にお
いて避難場所に指定されていた施設を津波が直撃した
例もあったようです．1000 年ほど前，M 8.3～8.6 の
貞観地震があったことや，仙台平野に過去 3000 年間
に 3 回大津波が遡上し，その間隔は 800 年から 1100

年と推測されること，そして 2007 年 10 月の大地震は
M 8.6 の連動型超巨大地震で，震源域が岩手県沖，宮
城県沖，福島県沖，茨城県沖まで及んだことなど今回
の大震災後にはじめて知りました．新規に診療所建設
を計画している者としては誠に不勉強であったという
他ありません．診療所建屋ははじめ高台への建設を考
えていましたが下水処理施設の建設に難点があり，結
局のところ安易に低地を選択してしまいました．どう
せ低地ならば南三陸町の霞が関ともいうべき役場前で，
しかも地域の主幹病院である公立志津川病院に近い現
在地に決めてしまいました．

2　大地震発生とその被害

後日の発表によると，今回の地震は観測史上最大の
M 9.0 の大地震で立っていられぬ状態が数分続いたよ
うです．揺れが落ち着いた直後と避難終了直後の 2 回
診療所建屋内をみて回りました．津波到来直前ですの
で，詳細に調べることはできませんでしたが，一べつ
したところ火災や建屋の倒壊も見当たらず，透析ベッ
ド（20 台），透析患者監視装置（21 台），機械室の諸
機器のいずれもが倒壊もせず，配置に多少の乱れがあ
ったものの置かれた位置から大きくずれることもなく，
ほぼ元の位置に止まっていました．地震発生時，電源
が瞬時に切断されたままなので諸機器の機能について
は不明です．地震後，ベッドや諸機器がほぼ元の位置
に止まっていたことは地震の大きさから考え，いま思
い返しても信じ難いことです．診療所建屋は前述のご

図 3　東日本大震災前の南三陸町志津川

図 4　3 月 12 日の南三陸志津川の中心街
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とく鉄骨造，ストレート葺き，平屋建てで，屋根裏は
何もないだだっ広い空間が広がり，天井には石膏ボー
ドを張り付けているだけでした．したがって上が軽く
下が重い構造物でした．この特徴が M 9.0 の大地震に
よる被災を最小限に食い止めることができた要因のひ
とつではないかと考えております．もっとも，M 9.0

の大地震にしては揺れそのものによる被害が少なかっ
たとの報告があり，それは地震の揺れそのものの特性
によるところが大きいと考えられているようです．目
撃者談によると，この診療所建屋は，20 m 前後の津
波の上にぽっかりと浮きクルクル回りながら流れ去り
見えなくなったとのことです．多分沈みながら瓦礫と
なってしまったのでしょう．

日常診療は慢性腎不全をはじめとした腎疾患患者と
泌尿器科疾患患者が主たる対象でした．しかし，一般
内科患者も多く，いわゆる何でも屋としての診療でし
た．医師は開業医でしたが，公立志津川病院でも非常
勤医師として勤務，いわゆるオープンシステムのもと
で診療に従事しておりました．入院を要とする重症患
者，小手術患者，経皮的血管形成術患者などはすべて
公立志津川病院で治療し，私どもの診療所では入院治
療をせずに済む体制になっていました．これは町当局
と公立志津川病院の強力なバックアップがあってこそ
でき得たことです．被災当日，診療所に入院患者がい
なかったことが，人命を損なわずに済んだ大きな要因
であったといえるでしょう．今でも，もし入院患者が
いたらと考えるとぞっとします．オープンシステムを
取り入れ入院患者を引き受けて戴いた分，公立志津川
病院のスタッフの皆様に余分なご心労とご苦労を強い
ることになったと思います．このことにつきましても
誌上をお借り致し改めて心から感謝を申し上げる次第
です．

3　地震発生直後の公立志津川病院への避難

平成 23 年 3 月 11 日，日本時間午後 2 時 46 分 18 秒，
これまでに経験したことがない大きな揺れ（震度 6－）
に見舞われました．揺れが収まるまでの間，診療所建
屋壁面に両手を突っ張り身体を支えているがやっとの
状態でした．この間，続いて襲来する津波のことも念
頭になかったような気がします．日常あれほど口うる
さく津波のことを話し合っていたにもかかわらずです．
この大きな揺れの間，何を考え，何をしようとしてい

たのか今思い返しても判然としません．「次は津波だ」
という思いは脳裏をかすめたような気がしますが，多
分「診療所建屋も機器も倒壊せず，命も助かった．」
との安堵の気持ちで一杯だったのでしょうか．しかし，
その直後，反射的に「津波だ」との思いが広がり，直
に「患者と全職員を緊急避難させよ‼　避難先は公立
志津川病院‼」との指示を出しました．通信手段が途
絶えたため，当の公立志津川病院へは何の連絡も了解
もないまま突然の闖入となりました．公立志津川病院
のスタッフの皆さんには本当に，ご苦労をおかけ致し
た．

私どもの診療所に対する指定避難所は，「上
かみ

の山
やま

」
と呼ばれている海抜 20 m ほどの小高い丘でした．北
東に 1 km ほど離れたところにある丘です．しかし，
私どもは，かねてから「上の山」への緊急避難は患者
の年齢，体力そしてスタッフの介護能力から判断し無
理と考えておりました．診療所建屋の斜め向かいに町
の防災センター（鉄筋コンクリート 3 階建て，直線距
離 30 m）があり，避難所として使わせてもらえない
だろうかと交渉しました．しかし，特定の人々を対象
に避難所として利用させるのは無理とのことで許可は
得られませんでした．公共の建造物ですから考えてみ
ればもっともなことです．「上の山」も「防災センタ
ー」も大津波に呑み込まれてしまい，防災センターへ
避難した方の多くは命を失いました．結果として，両
避難所を避け公立志津川病院へ避難したことは正に天
佑という他ありません．繰り返しますが，公立志津川
病院は近隣住民の避難所に指定されておりましたが，
私どもの診療所の避難先ではありませんでした．また，
災害時にああする，こうすると公的協定を結んでいた
わけではありません．今回の震災で亡くなられた前事
務長三浦満夫氏や現事務長横山孝明氏に冗談半分で

「津波の時は宜しくお願いしますよ．」と話しかけると，
言葉ではなく「止むを得ませんかね．」と苦しげな表
情を返してくるといった状況でした．震災当日，公立
志津川病院へは血液透析中の患者 14 名とスタッフ 11

名が急遽入り込み混乱の極みとなりましたが，これ以
上ない対応をして戴き感謝の言葉もありません．

地震発生時 14 名の方が血液透析中でした．年齢
56～94 歳（70 歳以下 5 名，70 歳以上 9 名）で全員が
外来血液透析患者でした．うち 3 名は自力歩行困難で
ヘルパーの介助による送迎通院，3 名は長距離の自力
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歩行が困難で病院の送迎車による通院，残る 8 名が自
家用車による自力通院患者でした．この方々の緊急避
難には二つの難題があります．ひとつは血液回路から
の緊急離脱であり，他のひとつは自力避難困難患者の
介助移送です．

回路からの離脱はきわめて迅速に行われました．役
にたったのは，伊東ら1）が工夫した離脱回路を用いる
方法でした．A 側，V 側とも抜針せず 15 cm ほどの短
い回路を 2 本用い，A-V 外シャントにしたまま離脱
する方法です．血液透析中トイレに行きたくなったと
きに利用される単純な方法です．通常の血液透析治療
時に必ず全員，離脱用回路 2 本を使用し透析します．
無駄になりますが，まさかの折には離脱に大変役に立
ちます．そして常日頃から透析終了時，外シャントに
する練習を繰り返して慣れておくこと，そして時に外
シャントのまま散歩をし訓練しておくことが大切です

（図 5 a, b）．避難先は直線距離約 150 m，道路走行距
離約 250 m の公立志津川病院でした．7 名はスタッフ
が運転する自家用車で，3 名はスタッフが介助し手押
しの車椅子で，4 名はスタッフ同伴の自力歩行で避難
しました．正確ではありませんが，地震発生後 15～
20 分以内に公立志津川病院への避難は完了したもの
と推測されます．ちょうど一般患者がいない時間帯で，
午後の透析治療中であったため 14 名と患者数が少な
かったことが幸いしたようです．避難介助は，医師 1

名，臨床工学技士 2 名，看護師 5 名，事務職員 2 名，
近隣の院外薬局スタッフ 2 名の計 12 名であたりまし
た．患者：スタッフがほぼ 1：1 で避難介助できたこ
とも，避難を短時間で終えることができた要因のひと
つと思われます．前述したように避難終了後，診療所
建屋を見回りました．余震が続いておりましたが，そ
の時点では火災はなく，建屋の倒壊はなく，機械室の

諸機器の倒壊もなく，透析ベッドや透析患者監視装置
も配置に多少の乱れがあるものの倒壊は見当たりませ
んでした．診療所建屋の見回りを終えつつあるころ

「逃げろ‼ 逃げろ‼」との大絶叫が聞こえました．
役場の男性職員の声であったようです．多分，最初の
引き潮の時，川底や海底が大きく露出したのを見て大
津波を予想しての絶叫ではなかったかと推測していま
す．

4　大津波襲来と避難救助

津波到来の時刻を特定することは大変困難なことの
ようです．地震発生は午後 2 時 46 分 18 秒，後日の諸
データーの解析によると津波の第一波は午後 3 時 10

分頃ではないかといわれております．第一波はきわめ
て小規模の波で，町民の多くの方はそれに気付いてい
ませんでした．南三陸町中心部の波高が最も高くなっ
たのは午後 3 時 30 分頃で，第 2 波によるものであろ
うといわれております．その高さは 16.5～20.5 m で
した（図 6）．公立志津川病院への避難が完了したの
は第 1 波到来と同じ頃の午後 3 時 10 分頃であったと
推測されます．

前述のごとく，患者 14 名とスタッフ 11 名が災害時
持ち出しセット（消毒一式，薬剤一式，患者情報一
式）を持ち，一部 5 階建になっている公立志津川病院
へ避難しました．避難後は当然のことながら公立志津
川病院医師の指揮下に入れられました．直に避難患者
14 名は津波警報解除まで 3 階病棟の一室に待機する
よう指示されました．待機中，自己止血可能な患者は
抜針止血しました．止血困難患者や動脈表在化患者は
穿刺針を留置したままとし，スタッフが落ち着いて看
護業務ができるようになってから抜針しました．未だ

図 5　緊急離脱訓練

（a）　外シャントにしたところ （b）　避難訓練中

図 6　3 月 11 日の公立志津川病院屋上からの風景
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第 2 波の高波が押し寄せる前，待機中患者のひとりが
「家族が心配なのでどうしても自宅へ帰りたい．」とい
い始めました．「余震，津波が危険であるから，この
まま待機するよう．」強く説得しましたが聞き入れて
貰えず自宅へ向かいました．後日，幸運にも彼が生存
していることを聞き及びスタッフ全員が驚喜しました．
というのも彼が公立志津川病院を出た 10～15 分後に
防潮堤を越えて黒い高波（第 2 波）が押し寄せるのが
見えたからです．私どもは間違いなく彼は津波に押し
流されたと思っていました．これも後日談になります
が，彼はその時ちょうど，わずかに津波から顔を出し
ている峠の頂きに着き，手前でも死，行き過ぎても死
の状態にあったようです．本当に幸運でした．

3 階待機室の窓から外を眺めるとさらに高いどす黒
い波が押し寄せてくるのが見えました（図 6）．この
時点で 3 階待機室も危険と判断され，さらに上層階へ
避難するよう指示されました．この頃になると入院患
者の救出も思うにまかせず院内は混乱し，避難指示も
現場にいるスタッフが適宜出す状態でした．待機中の
13 名は他の入院患者 4 名と共にさらに 4 階へと避難
しました．4 階への階段は大渋滞し津波は 4 階まで押
し寄せました．足首まで海水につかりながら全員 4 階
屋上へ昇りきりました．幸いにも潮位の上昇はちょう
ど 4 階屋上ぎりぎりで止まりました．まさに危機一髪
でした．私どもの診療所や公立志津川病院のスタッフ，
それに患者や近隣の住民を加え総計 150 名ほどが避難
したと思われます．落ち着いて屋上から見渡すと，南
三陸町志津川の町全体が高波に呑まれているのが確認
できました．この時，「もう，なるようにしかならん．」
と腹を括り，かえって落ち着いたような気がします．
避難した多くの方が「公立病院も押し流されるかもし
れない．死を決断する時」と判断されたようです．

公立志津川病院西病棟は狭いながら一部 5 階建（会
議室）になっていました．夕方になり気温が低下，雪
も降ってきたので避難者全員を 5 階建屋へ移動させま
した．そこで一晩，寒さが厳しかったため抱き合い折
り重なるようにして過ごして貰いました．その間，気
分転換とエコノミー症候群予防のため四肢屈伸運動を
繰り返しました．食糧はほとんどなく一人あたり柿の
種を数粒という有様でした．公立志津川病院の医師の
指示により，私どもの診療所と公立志津川病院の男性
スタッフは，潮が引けるたび 4 階，3 階と階下へ降り

入院患者の救出にあたりました．しかし，寝たきりの
患者が多く救出は困難を極め，救助してもその後ほと
んどの方が低体温症で亡くなられました．階下に降り
たとき濡れていない医薬品，毛布，食糧などを探し回
りましたが，そのつど三波，四波と高い余波に襲われ，
5 階に避難する有様で徒労に終わりました．また，院
内外にあったガスボンベから物凄い勢いでガスが噴出
し，爆発や火災の心配をせねばなりませんでした．そ
して余震や余波への恐怖からパニック状態に陥る方も
少なくありませんでした．病院屋上より見渡してみる
と，国道（45 号線）を隔てた向かいのビル屋上と町
役場の防災センター屋上に数名の生存者が確認できま
した．夜通し互いに声を掛け合い互いに励まし合いな
がら過ごしました．その後，町の数ヶ所から火災が発
生しているのが確認され，翌朝になってやっと潮が引
けているのが見えました（図 7）．

潮が引けているのを確認しつつ階下を覗いてみると，
3 階より下は一面瓦礫で埋まっていました．下に降り
る通路確保のため瓦礫の撤去に取り掛かりましたが容
易に撤去できる状態ではありませんでした．この時 3

階に残してきた患者情報を含む緊急持ち出しセットを
探し回りましたが見当たらず捜索を断念しました．そ
して再度 4 階屋上に昇り，ヘリコプター救助のため大
きな SOS 文字を書き上げました．昼ごろ地元消防団
が来てくれ瓦礫を撤去し，1 階から 4 階までの通路を
確保してくれました．この時点で公立志津川病院の医
師から「自力歩行可能な方はスタッフ同伴の上，自力
歩行で避難すること．避難先は公立志津川中学校か公
立志津川小学校．そして透析患者はそのまま公立志津
川病院で待機するよう．」との指示が出されました．
透析患者については，トリアージ第一優先としヘリコ

図 7　翌日潮が引けた後の風景
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プター移送を計画していたようです．13 名中 2 名の
方は「家族が心配」とのことで説得も聞き入れず徒歩
で避難しました．次回透析治療の日時も，施設も決ま
らないままの避難でした．

午後 2 時ころ，自衛隊のヘリコプターが 4 階屋上へ
降下着陸しました．屋上の強度に不安がありながらの
降下着陸であったと聞いております．自衛隊ヘリコプ
ター第一便は透析患者 8 名（公立志津川病院入院中の
血液透析患者 2 名を含む）と臨床工学技士 1 名，第 2

便は透析患者 5 名と臨床工学技士 1 名で，行き先はい
ずれも石巻赤十字病院でした．自衛隊ヘリコプター部
隊には，公立志津川病院のみならず各避難所（公立志
津川小学校，公立志津川中学校，県立志津川高校，ベ
イサイドアリーナ）へも降下着陸して戴き透析患者を
優先的に移送していただきました．移送先は医師の意
見を参考にしながら救急隊やヘリコプター部隊の方々
がきめたようです．通信手段が途絶え，燃料などの問
題がありそうせざるをえなかったようです．主たる移
送先は石巻赤十字病院と東北大学病院でした．

通信手段はほとんど破壊され電話回線，携帯電話回
線，MCA 無線（南三陸町は元々 MCA 無線が届かぬ
地域）すべて不通といった状態でした．また，衛星電
話は県外の一部と通話可能でしたが県内はまったく不
通でした．このように，一瞬にしてすべての通信手段
が途絶えてしまったことがその後の避難を大変困難な
ものにし，その影響は測り知れないものがあったよう
です．

震災時，透析治療中であった 14 名と入院治療中で
あった 2 名の方の計 16 名の方はこのようにして避難
救出されましたが，当日加療中でなかった，あるいは
すでに透析治療を終了していた患者が計 37 名いまし
た．このうち，2 名の方は在宅のまま津波の直撃を受
け亡くなられたようです．残る 35 名は，東北大学病
院，仙台社会保険病院，（医）宏人会，気仙沼市立病院，
やすらぎの里サンクリニック，（医）社団達内科，

（医）川平内科などの県内施設へどうにか辿りつくこ
とができ，透析治療を受けられたようです．多くの方
は一旦近くの避難所へ入った後に，これらの医療施設
へ搬送されました．搬送は地元消防隊（救急隊）や自
衛隊（ヘリコプター輸送部隊）へ支援を仰いだようで
す．このうち 5 名の方は自家用車を運転し自力で医療
施設へ辿りつき，自分で透析治療をお願いしたとのこ

とです．
このような状況下で長期間血液透析を受けずに過ご

した患者もおりました．最も長い期間で 8 日でした．
ほとんどの患者が取り敢えずは近隣の医療施設で透析
治療を受けることができました．しかし避難先となっ
た各施設は急な患者増加のため混乱状態となりました．
そのため避難患者はさらに遠隔地への 2 次避難を余儀
なくされました．2 次避難の指揮は，宮城県災害医療
コーディネーターである宮崎真理子先生（東北大学病
院血液浄化部）がとりました．他県のコーディネータ
ーや施設との折衝の末，結局山形県内へ 23 名，北海
道へ 3 名と，計 26 名の方が遠隔地への 2 次避難とな
りました．約 4 カ月後の 7 月 5 日の時点でこのうち
24 名の方が宮城県内の施設へ戻ることができ，多少
なりとも落ち着きを取戻しつつあります．

55 名の維持血液透析患者中，被災時自宅にいた 2 名，
公立志津川病院へ入院中の重症血液透析患者 2 名，そ
れに休日で在宅中のパート職員 1 名の計 5 名の方が残
念ながら亡くなられました．しかしながら，51 名の
維持血液透析患者と南三陸志津川クリニック職員 16

名とその家族全員が生き永らえられたことは奇跡に近
い幸運であったといえましょう．

5　防災と復興

前述したように，地震，津波に対し，私どもを含め
多くの方々があまりにも油断し無警戒であり過ぎまし
た．指定避難所 4 か所と防災センターがほぼ完全に津
波に呑みこまれてしまったことも油断と無警戒を裏付
ける事例でしょう．私どもは日頃から地震津波につい
て患者と頻繁に話し合っていました．しかし，真剣な
話し合いではなく，いつも冗談交じりの対話でした．
災害対策として患者やスタッフや関係者で前もって十
分に話し合い，ひとりひとりの防災危機管理意識を高
めておくほど大切なことはありません．この点におい
ても私どもの対応は十分とはいえませんでした．遅き
に失しますが反省の念極まれであります．ただ，スタ
ッフが回路からの緊急離脱について日頃からまじめに
取り組み，それが今回の短時間緊急避難に大変役にた
ったことが多少なりとも救いとなりました．

地震津波に対する防災と一言でいいますが，その望
む対策が何でも実現できる訳ではありません．防災対
策の実現には膨大な資金を必要とすることが多く，国
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家財政や地方財政，個人経済とのバランスを考えなけ
ればなりません．そのため，対策がアイディア倒れで
終わってしまうこともしばしばあるようです．今回の
被災を顧みても，また数千年に渡る地震津波の歴史に
目を通してみても，最早小手先の防災対策では防ぎよ
うがないことは明らかです．多くの人命を失ったこと
を考えると，千年に一度とはいえ，抜本的対策が必要
であることは論を待ちません．現在，防災対策のひと
つとして被災市町村で進められているいわゆる職住分
離や建築基準法に準じた土地利用制限があります．こ
れらは比較的経済的かつ効果的で実現可能な対応策で
あると考えます．

今回，東日本大震災による甚大な被害は津波による
ものでした．我が国における津波に対する防災の切り
札は防潮堤でした．しかし，東日本大震災においては，
長さ 2.4 km，高さ 10 m，二重提で，50 年の歳月と膨
大な費用を費やし建設した宮古市田老町の防潮堤が苦
も無く破壊され津波を防ぐことはできませんでした．
人知を超えた津波の猛威としかいいようがありません．
千年に一度の猛々しい予想を超えた自然災害に対して，
さらに際限なく資金を投入し，とてつもなく大きい建
造物を建設することで防災に当たるしかないのでしょ
うか．すっかり忘れた千年後にまた予想をはるかに超
える大津波が襲って来ないとも限りません．結局のと
ころ，安全な高台に移住するというのが最良の防災で
はないでしょうか．人命尊重を第一義的に考え職住分
離と土地利用制限を推し進め，千年に一度の大津波で
も人命を損なうことなく被災を最小限に止めることが
できる地域社会づくりに努力すべきと考えます．職住
分離や土地利用制限を進めることにより住民にとって
不利益となる事態が次々と生じるかもしれませんが，
それは町の再建マスタープランをすぐれたものに練り
上げることによって十分に緩和されるものと考えます．
現実には家屋，建屋は原則として低地には建設せず，
町づくりはできるだけ高台を中心として進めることに
なりましょう．高台の安全な高さについては地形によ
って異なるので，地震津波の専門家に助言を仰ぐべき
でしょう．

東日本大震災の調査によると，南三陸町の津波遡上
高は 10～40.5 m でした．町の再建に当たっては，予
め専門家による地勢調査と史上最大の今回の被災状況
を参考に，安全で妥当な高台の高さを決めて貰わなけ

ればなりません．そしてやむをえず低地に建屋を建設
せねばならぬ時には，避難すべき高台とその避難路を
確保することが必須の条件となります．避難路の確保
に当たっては，高齢者，幼児，障害者，病人をどのよ
うにして避難させるか，それぞれの家族構成を考慮し
きめ細かい対応が必要となるでしょう．今回の震災に
おいては指定されていた 4 カ所の避難施設が津波に呑
みこまれてしまったことは前述の通りで，避難所の選
定は早急に再検討しなければならない課題です．

町の復興を考えれば低地への建屋建設は徐々に増加
せざるをえないでしょう．しかし，そのさいには低地
建屋は地震津波の時損壊，倒壊，流失するものである
ことを前提に建設すべきと考えます．少なくとも医療
施設や他の重要施設は低地への建設を避けるべきです．
今回の経過を踏まえても，壊滅した医療施設の復興に
は困難な問題が山積みし，復旧・復興は容易ではあり
ません．復旧・復興の手順からいえば，先ずは町の再
建復興のマスタープランを作り，そしてライフライン
の建設，下水道の建設，その後に医療施設の建設とい
う順になるでしょう．しかしこれらを遂次建設してゆ
くには大変な困難を伴います．特に高台でのライフラ
インや下水道の整備には膨大な資金と時間が必要とな
ります．被害の甚大さを考えると早急な復興は無理で
しょう．とりあえずは近隣の医療施設の支援を仰ぎな
がら拙速をさけ，ひとつひとつゆっくりと難問を克服
し復興に当たるのが妥当と考えます．問題はいろいろ
あると思われますが，歴史的かつ長期的視点から考え
ても，職住分離と土地利用制限を効果的に運用せねば
ならぬ段階に入ったと考えられます．
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要　旨

東日本大震災に伴う福島県内の被害は大きく二つに
分類できる．地震・津波による自然災害と福島第一原
子力発電所の人災である．これらの複合的な被害のた
めに，福島県の震災からの復旧・復興は立ち遅れ，他
地域とは違った状況に置かれている．震災から約 3 カ
月たった時点での福島県内の被災状況は，死者 1,693

人，行方不明者 276 人，重軽症者 236 人，避難者総数
84,573 人（避難指示 77,374 人，自主避難 6,936 人）で
あり，原発事故に伴い夥しい数の避難民が発生してい
る点が特徴である（2011 年 6 月 28 日福島県庁災害対
策本部）．このような状況の中で，県内の透析施設・

患者も甚大な被害を被った．その程度は広範かつ長期
に及んでいるため，全貌の正確な把握は未だされてい
ない．現在，透析施設の被害状況，患者の動向につい
て，日本透析医会福島県支部などが中心となって調査
が行われている．一方，県内では，今回の震災被害を
受けて県内透析施設の災害対策を強化するための話し
合いがすすんでいる．本稿では，これらの福島県の現
況（2011 年 9 月）について紹介する．

1　福島県内の震災被害の特徴

福島県は 200 万人超の人口を有する．これは東北地
方においては宮城県に次ぐ数である．また，福島県は
全国 3 位の広大な面積を有しているが，平野部は少な

医療安全対策

複合震災と福島県の透析医療
――　現況報告（2011 年 9 月）　――

中山昌明　
福島県立医科大学腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科学講座

key words：東日本大震災，福島県透析，原発事故，震災対策ネットワーク

Recent report on dialysis society in Fukushima prefecture by the disasters of earthquake and nuclear plant
Department of Nephrology, Hypertension, Diabetology, Endocrinology, and Metabolism, Fukushima Medical University School of Medicine
Masaaki Nakayama

図 1　福島県行政区分と原発事故の関連地域
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く森林山地が多くを占める．県内は地理的・歴史的背
景から大きく三つの地域に分けられるが，それは同時
に文化圏，物流圏も反映するものとなっている．漁
業・工業を主産業として太平洋に面する浜通り地方

（相双，いわき．福島第一原子力発電所は浜通り地方
の中ごろに位置する浪江町，大熊町に設置されてい
る），東北新幹線が走り県内の行政と物流の中心とな
っている中通り地方（県北，県中，県南），そして，
歴史文化の中心で新潟方面との関係が深い会津地方で
ある（図 1）．このように，福島県は単一の県という
よりは，三つの地域を束ねた連合県といった様相が強
い．

今回の福島県の震災被害の特徴にも，この地域性が
反映されている．大まかに，浜通り地方での津波被害，
中通り地方での広域にわたる地震被害，そして阿武隈
山系を跨いで中通りの人口密集地域に拡大した原発・
放射能汚染問題である．一方，太平洋岸にある福島第
一原発から 100 km 以上離れた会津地方での実質被害
は，県内の他地域と比較して限定的であった．

2　福島県内の透析患者と震災の影響

福島県内には 71 の透析施設があり，2009 年度の日
本透析医学会統計調査では 4,705 例の慢性維持透析患
者数が確認されている．これは，東北地方では宮城県
の 4,753 例に次ぐ数となっている．福島県内の施設数
と患者概数の地域別内訳を図 2 に示す．

今回の震災では，県内透析施設もそれぞれの地域被
害の特徴を反映した被害を受けたことが確認されてい
る．まず，浜通り地方のうち相双地区では，第一原発
20 km の警戒区域の中の 2 施設での業務が中断され，
そして，30 km の緊急時避難準備区域の中の 2 医療施

設の業務が困難となった．これらの施設の自力避難移
動が困難な患者に対して，行政・民間ルートによって
東京，山形，富山の県外への移送が行われた．いわき
地方では，地震による水ライフラインの甚大な損壊に
加えて，原発事故に伴う放射能風評被害のために，域
内での通常の医療システムの維持が困難となった．こ
れが，いわき市内の 1,000 人弱の患者の多くが県外へ
避難した大きな原因となった（詳細は他稿を参照）．

一方，中通り地方（県北，県中南）では，域内で，
いくつかの透析施設が地震による損壊のために透析実
施が不可能となったため，区域内では 600 例を超える
患者が別の施設にて透析を受けている．それと同時に，
浜通り地方からの避難透析患者の受け皿となった．会
津地方は，浜通りならびに中通り地方から玉突き的に
移動してきた患者を受け入れた（表 1）．

特殊な状況に置かれた浜通り地方を除けば，遮断さ
れていた物流は震災後 1 週目頃には復旧，それととも
に県内の透析施設も震災後 2 週目には 80％ 以上が通

図 2　福島県内の透析施設数と患者概数（震災前 2010 年・地域別）
 福島第一原子力発電所
 （患者数は日本透析医学会統計調査による）
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表 1　県内での患者移動件数

地　区 受け入れ患
者延べ数　

受け入れ患者の震災前居住地区

県　北 県中南 会　津 相　双 いわき 県　外

県　北    293 126（43.0％）   21（  7.2％） 0（  0.0％） 120（41.0％） 25（  8.5％） 1（  0.3％）

県中南    645 　9（  1.4％） 547（84.6％） 0（  0.0％）   63（  9.8％） 26（  4.0％） 0（  0.0％）

会　津 　 66 　1（  1.7％）   10（15.2％） 8（12.1％）   28（42.4％） 18（27.3％） 1（  1.5％）

相　双 　 38 　0 　0 0   32（84.2％）   2（  5.3％） 4（10.5％）

計 1,042 136 578 8 243 71 6

地域ごとの集計：2011 年 8 月末時点確認データ
日本透析医会福島支部，松岡久光先生からの提供資料による．
※いわき地区のデータは現在確認中．
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常業務を行えていた（図 3）．しかし，いわきでは，
風評被害の影響で水道のインフラの復旧が進まず，こ
の結果，同地区の透析医療の復旧には他地域より大幅
に時間がかかることになった．また，緊急時避難準備
区域内では入院や外来透析に対して行政側からの制限
要請があったため，域外へ一時避難した患者の受入が
進まなかった．

3　県内における震災への初期対応

日本透析医会福島県支部は，すでに震災対策を立案
しその具体的活動の実施を計画中であったところ，今
回の震災に直面した．事務局のある公立岩瀬病院（中
通り地方）が甚大な損壊を受け，立ち入り禁止となる
中で，県内の通信手段の分断とあいまって県内の透析
医会の初動が遅れる結果となった．

一方，行政側としては，広域震災に対する具体的行
動規範は特に決められておらず，近隣県との協力体制
についての検討も行われていなかった．ましてや，透
析医療に関する検討は皆無であった．今回，福島県庁
の県災害対策本部の救援班は，福島県立医科大学（以

下，県立医大）に対し透析に関する震災対策救援班へ
の協力を要請，これを受けて，県立医大は透析施設の
状況確認，県庁からの震災関連情報の提供，医療施設
と行政側の連絡役等の業務を担当した．特に，原発事
故が明るみになってから，県内の状況は騒然となり，
県内全域の医療関係者にも不安が拡大，一部にはパニ
ックとも言える現象も発生している．このため，県立
医大は，放射能健康被害の情報を積極的に発信して，
情報の共有化と流言蜚語への対策を強化するよう努め
た．

このようななか，震災発生後 1 週間を経ずして県内
各地域で独自に透析ネットワークが立ち上がったこと
は特筆すべき点といえる（中通り地方：県中県南安達
地区透析ネットワーク； 事務局：南東北病院，会津地
方：会津透析ネットワーク； 事務局：会津若松市災害
対策本部内）．これを受けて，救援班は，これらのネ
ットワーク網を介して，確実かつ迅速な情報の収集と
伝達を行うことができるようになった．

4　災害対策のための話し合い

今回の震災にさいして福島県内での課題が浮き彫り
にされた．一つは，県内全域をカバーする連絡ネット
ワークの欠如である．すでに日本透析医会による震災
ネットワークは全国的に稼動しており，これは，今回，
県内においては特に会津透析ネットワークでの活動に
も有効に利用された．例として，卸業者に対して，必
要な施設に必要な資材を的確に搬入してもらうことに
役立ったこと等があげられる．しかしながら，今回の
震災に際しては，県内すべての透析施設が本ネットワ
ークに参画していなかったこと，またネットワークへ
情報を発信する責任者・担当者が決まってなかったこ
とは課題と考えられた．

二つ目は，震災時に地域内での透析医療の中核を担
う施設が不明であった点である．今回の震災では，
刻々変わる状況の中，それに対応できる施設が最大限
尽力し，危機的状況を乗り切っていった．一方で，課
題として，見通しがつかない状況の中で，人的あるい
は物的資源を集約する必要が発生しても，緊急時には
その段取り調整がつかなかった部分もある．その結果，
給水，患者受入等，一部の施設に過度な負担がかかる
ことにもなった．地域内における，平時からの施設間
コミュニケーションの重要性が指摘された．

図 3　震災後の施設稼働状況（地域別）
（日本透析医会福島支部，松岡久光先生からの提供資料（2011
年 8 月末時点データ）による）
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第三には，行政内部での問題である．震災対策本部
には透析医療の全体に精通する人材がいなかったため，
地域 ･ 施設から寄せられる給水やガソリンなどの要望
の切実性が理解されていなかった．このため，行政内
部での迅速な意思決定がなされなかった部分もある．
災害対策では，行政内部に人員を配置し，被災施設 ･
地域の要望に的確に対応できるようなシステム構築が
必要である．

福島県では，現在，震災に強い透析医療の構築を目
指して，福島腎不全研究会，透析医会福島支部などで
話し合いが行われている．地域の拠点施設の構築（図

4），行政内部における透析救援部門の設置構想（図

5）などの具現化のために検討中である．さらに，通
信手段，患者情報，医師の応援システムなどが議題と
なっている．これらについては，2011 年 12 月に開催
される福島腎不全研究会で答申され，行動目標を決定
する方向で検討されている．

5　さいごに

震災に関して，現時点で福島県内で筆者が把握して
いる状況につき紹介した．原発問題が収束していない
福島では臨戦態勢が続いている．その中で，現在，福
島の透析関係者は災害に強い透析医療の構築に取り組
んでいる．

図 4　緊急時の地域医療

稼動可能な施設

地域行政
担当部署 地域の net-work 窓口

稼動不可な施設

関連民間業者

拠点施設

情報の透明化

図 5　震災直後の透析医療を巡る伝達・情報網の再構築
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要　旨

東京電力福島第一原子力発電所から 25 km の距離に
ある当院（福島県南相馬市内）は，原発事故直後は原
発から半径 20 km 圏内より避難してきた透析患者の支
援透析を行っていたが，物資供給不足，さらに自主避
難勧告により透析患者の自主避難，他院への移送を行
わざるをえなかった．震災直後より情報発信手段が失
われ孤立しており，迫りくる原発の危機に恐怖を抱い
ていたが，透析支援の申し入れにより今回の避難が実
現した．

はじめに

当院の存在する南相馬市は福島県浜通りの北部にあ
り，市内で透析を行っている施設は当院を含め 2 病院
がある．2 病院ともに東京電力福島第一原子力発電所

（福島第一原発）からの距離は約 25 km である．
東日本大震災による南相馬市の死者は 640 人，行方

不明者 23 人であり，福島県全体の死者 1,838 人，行
方不明者 122 人の中で最も人数の多い地域であった‡1）．
その多くが地震後に発生した津波によるものである．

しかし，震災後に発生した福島第一原発の事故が
徐々に深刻になり，福島第一原発から半径 20 km 以内
の住民，同圏内に存在する透析施設 2 施設の患者，ス
タッフは緊急避難を余儀なくされた．さらにその後，

福島第一原発から半径 20～30 km の区域内において
屋内退避指示が出され，自主避難指示が出た南相馬市
では透析を行っている 2 病院の透析患者，および南相
馬市内 4 病院の入院患者を福島第一原発から半径 30 

km 圏外へ避難させなければならなかった．
今回，東日本大震災後の福島第一原発事故に伴い，

我々が行った透析患者避難について，震災発生から避
難完了までの経過を報告する．

1　3 月 11 日（金）

14 時 46 分，宮城県沖 130 km の海底を震源とする
マグニチュード 9.0 の巨大地震が発生，震源域は岩手
県沖から茨城県沖の南北 500 km，東西 200 km と広範
囲に及んだ．その後に南相馬市沿岸地区は，各地で甚
大な被害をもたらした巨大津波に襲われた．当院を含
む南相馬市内の 4 病院は市の中心地付近にあり，津波
の被害は免れた．しかし地震により当院内は天井，壁，
床が段差を生ずるひび割れを多数認めていた．南相馬
市内の他透析施設では，貯水タンクからの配管破損で
この日の夜間透析を行うことができなかった．

当院の透析センターは本院と別棟にあり，築 1 年と
新しかったため（宮城県沖地震への対策として厳しい
建築・耐震審査を受けた），地震による建物，機械，
配管等の被害はまったくなかった．しかしその後も大
きな余震が続いたこと，徐々に水道水の圧力が低下し

医療安全対策

東日本大震災後の福島第一原発事故に伴う 
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透析継続が困難になったことより，地震発生時に透析
を行っていた 27 名の患者は 15 時すぎに透析を終了し
た．さらにその後断水となった．患者にはしばらく透
析センター建物内で待機してもらい，余震の間隔が長
くなり，翌日透析可能であれば再度透析を行うことを
説明し帰宅させた．

入院患者については，地震発生直後にスタッフの誘
導により屋外に避難していたが，病室が使用可能であ
ることを確認後，再び病室に誘導した．

地震直後より固定電話，Fax 通信，携帯電話が不通
となり病院外の状況が把握不可能であったが，地震と
津波の規模が大きいことをテレビ等の報道で知りえた
ため，その後に受診すると予想された多数の患者に備
えて医師，看護師は病院内に待機したが，翌朝までに
受診した患者は十数名であった．

やっと院内に落ち着きが見え始めた 20 時すぎに，
日本透析医会災害情報ネットワークに「断水により透
析不可」と記載したが，その数時間後にインターネッ
トも繋がらなくなり，情報収集手段はテレビ，ラジオ
のみとなってしまった．

福島第一原発の電源喪失による事故により（後に明
らかになったがこの時点では詳細はまったく明かされ
ていなかった），20 時 50 分に福島第一原発から半径
2 km 以内に避難指示，21 時 23 分に半径 3 km 以内に
避難指示，半径 3～10 km に屋内退避指示が発令され
た．

その後も数回水道局に情報を取りに行き，翌朝まで
に何とか病院への水道水供給が再開できる見込みであ
ることを確認した．

2　3 月 12 日（土）

早朝の 5 時 44 分に避難指示は福島第一原発から半
径 10 km に拡大され，同圏内にある 2 透析施設は避
難対象となった．

水道水供給が再開され，試運転ですべての装置に問
題がないことを確認し，通常より遅れて 10 時すぎよ
り午前の患者の透析を開始した．午前中から福島第一
原発の半径 10 km 圏内から避難してきた他院透析患
者，いわき市内の透析施設に通院していた透析患者計
15 名，南相馬市内の他透析施設で昨日の夜間透析を
受けることができなかった患者が来院した．通信手段
の遮断で病院間の連絡もとれず，さらに福島第一原発

半径 10 km 圏内から緊急避難してきた患者は紹介状
や透析条件は持っていなかったが，本人からの聞き取
りで最低限の情報である透析時間と Dry Weight を確
認することができた患者もいた．しかしそれらの情報
も得られない患者に対しては，浮腫の有無，血圧を参
考にしながら透析を行うこととし，午後に受け入れす
べての人の透析を行った．

この日の 15 時 36 分には福島第一原発 1 号機で水素
爆発が起こり，18 時 25 分には避難区域は 20 km まで
拡大され，さらに多くの透析避難者を受け入れていく
こととなった．透析患者数は常に流動的であり，次回
の透析を当院で行うのか，他の地域へ避難するのかは
っきりしないため，その日毎に来院した患者の透析を
行っていくことの連続であった．

震災により住居が失われたり，福島第一原発から
20 km 圏内に住居があり避難せざるをえないスタッフ
の中には，強く仕事の継続を希望し，その家族と共に
病院内に避難し生活しながら仕事を続けた人もいた．

3　3 月 13 日（日）

この日は当院透析患者の透析予定はないため，透析
避難者のみの透析を行った．次々と来院する患者の多
くは昨日透析予定で透析ができなかった人々であった
が，さらに別の地域へ避難する途中で 1 回のみの透析
を希望する人もいた．

当院透析患者に加え避難者の透析も行ったため，当
然ながら透析資材（回路，ダイアライザー，生理食塩
液，薬品）の備蓄は予想を超えて減少した．業者から
の配送も途絶され，保健所を通じて緊急医療援助物資
のリストとして提出したが，いつ頃に到着するのか，
しないのかすらまったくわからない状態であった．

4　3 月 14 日（月）

ガソリン不足が深刻となり通院継続に危機感を抱い
ていたのは，患者のみならず通勤するスタッフも同様
であった．スタッフの中にもガソリンがなくなり通勤
不可能になる人（一部のスタッフは病院に泊まり込み
で仕事を続けた），福島第一原発事故が深刻化してい
くことで家族と共に自主避難をする人が続き，日を追
うごとにスタッフ数は減少し，残ったスタッフはさら
に疲弊していった．

食糧・日用品店が次々と閉店していく中で，院内食
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糧備蓄も日に日に減少し，入院患者の食事も最小限の
カロリーを満たす質素なものにならざるをえなかった．
この頃より緊急的措置として，病院スタッフが自宅か
ら食糧をそれぞれ持ち寄り入院患者やスタッフの食糧
とした．

11 時 1 分に福島第一原発 3 号機が水素爆発を起こ
し，自衛官が南相馬市役所を訪れ退避を呼び掛けてお
り，南相馬市民の自主避難勧告が出される可能性があ
ることを知りえた．また透析資材が確保される見込み
が少なくなったこともあり，透析患者の避難について
早急に検討する必要性に迫られた．

南相馬市内からの情報発信は相変わらずきわめて困
難であったが，市外からの電話は数回に 1 回は繋がる
状況となっており，日本透析医会災害情報ネットワー
クのメーリングリスト（当院に電話を入れて，著者が
状況報告をした先生から書き込みをしてもらえた）で
当院の状況を知った全国の多くの先生方から激励や透
析応援の電話をいただいた．この中で福島県立医科大
学第三内科，富山県透析医会，社会保険二本松病院と
透析避難者の受け入れについて相談することができ，
非常に混乱した中で九死に一生を得た思いであった．

まずは 30 km 圏外に避難先として同居可能な近親
者がいる患者は自主避難の説明を行い，実際に我々が
移送を行う自主避難不可能な患者（近親者がいる避難
先がない，自動車等の移動手段がない，自動車はある
がガソリンがないため移動不可能）のリスト作成に取
り掛かった．自主避難可能な患者には，①透析条件，
②内服薬のリスト，③避難先都道府県の透析施設リス
トを渡し直ちに避難を勧めた．本来は受け入れ施設に
直接連絡したうえで紹介すべきであることは承知して
いたが，電話，Fax 通信，携帯電話，インターネット
が使用不可能であることに加え，福島第一原発の状況
が予断を許さないことは明白であり時間的余裕がない
こと，南相馬市から正式に自主避難勧告が出た後では
市民のパニックと大渋滞に巻き込まれ，予定の移動ス
ケジュールが達成されずに透析を受けられなくなる可
能性が高いことを危惧し，命を守るべくとにかく早急
に避難させることを最優先した．

腹膜透析患者についても，福島第一原発から半径
30 km 以内は透析液の配送が断絶されたため，自宅で
の治療継続が不可能となることを説明し，紹介状を渡
し避難を勧めた．ただし数名は福島第一原発から半径

20 km 以内の避難地域に居住しており，すでに他地域
へ避難している人もいたが，業者の協力も得られ比較
的早期に避難先が判明した．

この日の夕方に透析資材が自衛隊車両で輸送された
が，わずか 1 日分であった．

5　3 月 15 日（火）

11 時 0 分に「放射能漏れの危険性がある」として，
福島第一原発から半径 20～30 km の屋内退避指示が
出され（当院はこの範囲内に存在する），スタッフ，
患者に動揺が広がったが，まずはパニックを起こさな
いように落ち着かせることに徹した．ただし我々医師
は最後に避難する患者と共に行動する覚悟であり，万
が一の場合には患者と生死を共にするつもりであった．
著者個人もこの時は死を迎えることの可能性も半ば覚
悟していた．

この日の透析患者にも昨日同様に自主避難が可能で
あるか，自主避難不可能であるかの調査を行った．自
主避難不可能のため集団避難を行う人々に関して，
我々は今後さらに拡大する可能性がある福島第一原発
の問題を考えると，可能な限り遠方で安定した透析と
生活が行える状況が望ましいのではと考えていたが，
患者への避難状況調査の中で患者自身は長期避難はま
ったく想定していず，可能な限り近くでの透析継続を
希望する人が大多数であった．

社会保険二本松病院より，入院透析患者を含めた受
け入れ可能人数が 10 名であること，富山県透析医会
より，福島県から富山県への行政を通した正式要請が
あれば，受け入れ可能であると連絡を受けた．南相馬
市役所にこれまでの経過と，透析患者避難に対する受
け入れ要請および移送方法について福島県への打診が
必要であることを説明し，南相馬市役所と福島県庁で
協議し早急に対応を進めてもらうこととなった．しか
し南相馬市の自主避難勧告とぶつかってしまうと，南
相馬市内 26 カ所の避難所から南相馬市が避難移送，
その後の南相馬市民の避難希望者の移送を行う予定と
患者移送の時期が重なってしまい，患者移送のための
バスが出せなくなる可能性が高いことが知らされ，患
者移送を急がなければならないことをお互いに再認識
した．
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6　3 月 16 日（水）

スタッフの自主避難が相次ぎ病院に残った看護師は
20 名弱となったため，通常外来診療継続は不可能と
判断し，この日から外来は投薬と救急のみの対応とな
る．

透析患者の中で津波によって亡くなった人が 1 名い
たが，自主避難可能な人が 53 名（うち数名は震災直
後に当院に来院や連絡なく自主避難していた），病院
への移送が 23 名（うち 2 名は入院透析中）と集計で
きた．入院透析患者 2 名は長距離の移動が不可能であ
ることより，社会保険二本松病院に入院受け入れ依頼，
その他を社会保険二本松病院へ 7 名（病院近くの避難
所からの外来通院透析），富山市へ 14 名（住居がない
ことへの配慮があり全員入院透析で受け入れ），移送
手段は陸上自衛隊輸送ヘリコプターを使用，医師，看
護師が同乗することが要請され，移送予定が 17 日午
後または 18 日であることが決まった．

南相馬市内にあるもう 1 つの透析施設（患者数 52

名）では，16 日と 17 日で全透析患者の自主避難また
は福島県内施設への移送を行った．

夕方に自衛隊輸送トラックが到着し透析資材が大量
に届いた．当院の透析は翌日で終了予定と決定してお
り，このうち実際に使用する透析資材はわずかであっ
たため，福島第一原発半径 30 km 圏外にある相馬市
の透析施設への転送を依頼したが受け入れられなかっ
た．

7　3 月 17 日（木）

早朝に南相馬市役所より移送の詳細が明らかになり，
医師，看護師同乗のうえで陸上自衛隊輸送ヘリコプタ
ーで南相馬市から二本松市に移送，二本松市で社会保
険二本松病院に収容する 9 名を降ろし，残り 14 名を
富山市まで同じヘリコプターで移送することとなり，
本日午後出発予定と指示された．

透析は午前の部で終了とし午後出発の準備を進めて
いたが，その後の連絡でヘリコプターでの移送が二本
松市までとなり，二本松市から富山市まではバスでの
移動に変更，そのため出発は明日朝になった．

またこの日までに自主避難可能な患者は全員自主避
難が完了した．

8　3 月 18 日（金）

9 時 0 分に医師，看護師が同乗のうえで 23 名の患
者を輸送ヘリコプターで二本松市に飛行，到着後全員
が放射能スクリーニング検査を受けたが，全員が異常
なし（除染不要）と判定された．また超高齢者もいる
中で，幸いにして飛行中に体調不良を訴える患者はい
なかった．9 名の患者は社会保険二本松病院に搬送し，
以後 2 名は入院透析，7 名は避難所からの通院透析を
行った．残りの 14 名は医師，看護師が同乗し，バス
で二本松市から富山市へ向かった．当日朝に移送のバ
スが緊急車両指定を受けることができたため，高速道
路を通行することができた．途中で数回の休憩を挟み
夕方には富山市に到着した．富山県透析医会の配慮に
より全員入院透析となり，富山市立富山市民病院，富
山県立中央病院，富山赤十字病院，富山県済生会富山
病院の 4 病院に 14 名を順次搬送した．

以上の経過で当院透析患者の自主避難，患者移送が
完了した．当院透析患者の避難先都道府県は福島県
28 名，富山県 14 名，山形県 6 名，新潟県 6 名，千葉
県 5 名，宮城県 4 名，東京都 3 名，埼玉県 3 名，神奈
川県 3 名，茨城県 1 名，山梨県 1 名，兵庫県 1 名，京
都府 1 名であった（表 1）．

また他の入院患者についても 18 日から 20 日の間に
宮城県，福島県，栃木県内の病院または入所施設への
移送が完了した．

9　問題点

過去に起きた地震に対する対処と異なり，今回は地
震そのものでの被害は比較的少なかったが，その後の
津波で甚大な被害を生じた．さらにチェルノブイリ原
発事故と同じ最悪の「レベル 7」の原子力災害により
住民，患者の避難を行う必要性に迫られた．

一番の問題点は震災直後より電話，Fax 通信，携帯
電話，インターネットが不通となり外部との通信手段

表 1　当院透析患者の避難先

福島県 28 名 埼玉県 3 名
富山県 14 名 神奈川県 3 名
山形県 6 名 茨城県 1 名
新潟県 6 名 山梨県 1 名
千葉県 5 名 兵庫県 1 名
宮城県 4 名 京都府 1 名
東京都 3 名
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が断たれたことで，外部との情報交換，特に情報発信
が不可能となり病院が孤立してしまったことである．
情報源は南相馬市役所とテレビからのみであり，その
時点で福島第一原発の動向と我々がおかれた状況がど
うなっているのかまったく判断できず，日に日に恐怖
と不安が強くなり，中には精神的に仕事を続けること
ができなくなり避難していった人もいた．その中で，
日本透析医会災害情報ネットワークのメーリングリス
トを発端とした避難透析患者の受け入れ受諾があった
時は，患者とともに我々も救われた思いをする瞬間で
あった．このシステムが今回の患者避難を可能にした
ことは特筆すべきことであり，感謝の念を忘れること
はできない．今後も災害発生時に有力な情報交換のツ
ールとなることは明らかである．

また混乱を招いた原因の一つに，福島県内の透析施
設の状況，透析資材の充足状況を把握し，マネージメ
ントを行う組織のシステムが働かなかったことがある．
これについては，現在福島県全体で検証と共に新たな
システム作りが行われている．

さらに南相馬市においては自主避難をする人が相次
ぎ，店舗が閉鎖または物資輸送の途絶による食糧，日
用品，ガソリンの枯渇で生活そのものの危機に瀕した．
このことでさらに避難を余儀なくされるスタッフが増
加し，病院自体の機能も著しく制限されることとなっ
た．

自主避難患者には透析条件と処方薬内容を持参させ
たが，避難の間に自宅に忘れた，または避難途中で無
くしてしまった人もおり，透析受け入れ施設に渡らな
いこともあった．緊急時に非常に混乱した中で，これ
らの準備や案内をすることは時間的制約もあり困難を
極めた．透析カードを共通化することや，透析情報を
クラウド化する案もあるが，可能な限り全国で統一さ
れたシステムであることを望む．そのことが今回のよ
うな広範囲におよぶ大震災の中でも患者が安心して避

難透析を継続できる方法ではないかと思われる．
避難の手段については行政，自衛隊，警察の協力が

不可欠であった．平時から透析に関するすべての事項
について行政と情報共有することは難しいと思われる
が，緊急時に状況把握，説明ができる代表者を県庁に
派遣し，必要時に直ちに行政と連携がとれる体制作り
を平時から検討しておくことは必要であろう．今回の
震災直後から，岩手県庁と岩手医科大学が連携して，
岩手県内の透析患者の移動や透析資材の供給を中央集
中的に担ったことは是非とも参考にされるべきである．

おわりに

今回の透析患者避難にさいし，全国の先生方より温
かい御支援，激励をいただきました．また患者避難後
に情報提供が少ない中で支援透析を行っていただいた
全国の先生方，避難移動では福島県庁，富山県庁，南
相馬市役所，自衛隊の皆様に御協力いただきました．
関係者の皆様に深く感謝申し上げます．

東日本大震災で亡くなられた方々と御遺族に心より
お悔やみ申し上げます．また被災された皆様，福島第
一原発事故に伴う避難を余儀なくされた方々にお見舞
い申し上げます．被災地の一日も早い復興と，再び福
島第一原発周辺地域に安心して住むことができ，元気
な福島に戻れることを心から願います．

本論文の要旨は第 38 回東北腎不全研究会（盛岡）
で発表した．

参考 URL

‡1） 福島県庁「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状
況即報（第 360 報）」http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_

portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY 

_ID=U000004&CONTENTS_ID=24914（2011/9/12）
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要　旨

東日本大震災で被害を受けた福島県浜通り（いわき
地区）の被害状況と透析患者の集団避難の実態につい
て述べた．同地域は地震と津波によるライフラインの
損壊のみではなく，東京電力福島第一原子力発電所の
事故に伴う放射能漏洩に対する恐怖による，医療スタ
ッフをも含めた自主避難（医療のマンパワーの低下）
と風評被害も加わった急速な孤立化により，透析治療
が困難となり，支援透析を決断した．この間の経緯と
問題点について報告した．

はじめに

福島県も岩手，宮城県と同様に，本年 3 月 11 日午
後 14 時 26 分，宮城県沖を震源とする「マグニチュー
ド 9，震度 6 弱」の大地震の被害を蒙った．ことに当
施設のある沿岸部の「浜通り地区」は，内陸の「中通
り」や「会津地域」と異なり，地震に加えて津波によ
る甚大な被害を被った．その後の報道によると，世界
で第 4 番目の規模の地震と判明し，当地「いわき市」
だけでも死者 300 人，総避難者 8 万人を数えることに
なった．しかしながら，この「浜通り地区」において
は地震と津波による被害のみではなく，震災後半年を
経た今でもなお収束せず，地域住民に不安と恐怖を与
え続けている「福島第一原子力発電所事故」による

「放射能（漏洩）汚染」の問題が大きくのしかかって

きた．
従来の災害時透析対策は，主として，地震による被

害をターゲットとして組み立てられてきた．しかし，
今回の東日本大震災では地震に加え津波被害，さらに
われわれが今まで経験したことのない「原子力発電所
事故」というまったく予期せぬ，新規の災害が加わっ
たのである．「今日まで他人ごとでした」という，か
つて震災被害を経験された市立和島病院の松本先生の
言葉が赤塚東司雄先生の「透析室の災害対策マニュア
ル」1）に記載されているが，「まさにその通りだった」
と当時心に強く印象に残ったことを思い出す．今迄，
あるいは今後も突然の予期せぬ災害を身を以て経験す
る多くの被災害者達はそう感じるであろうと推察する．

本稿では東日本大震災と，巨大津波が引き起こした
原子力発電所の事故下において，浜通り地区（特にい
わき市）の透析患者の集団移動に関わった一透析医と
して，その事実を報告したい．

1　集団避難に到る背景

1-1　「福島第一原発事故」の恐怖とその影響
―― その場にいなければ理解できない放射能に対する 

恐怖の特質

さて福島県浜通り地区は，北は宮城県に隣接し，東
京電力「福島第一原子力発電所」がある「双相地区」
があり，南は茨城県と接する「いわき地区」がある

（図 1）．今回「いわき地区」では，「地震や津波」な

医療安全対策

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に対する 
いわき地区の被害状況と対応

川口　洋　
常磐病院人工透析センター（前所属：いわき泌尿器科病院）

key words：東日本大震災，原子力発電所事故，透析医療，集団移動，いわき地区

The sufferings and measures against the East Japan Great Earthquake and the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Generation in 
Iwaki district, Fukushima pref.
Dialysis Center, Joban Hospital
Hiroshi Kawaguchi
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どの震災の直接的被害に加えて，背後に「福島第一原
発事故」による「目に見えない放射能への恐怖」と

「放射能汚染に対する風評被害」によって，市民生活
のみではなく医療環境も数日の間に急速に疲弊し，孤
立化していった．

地震発生日（3 月 11 日），「福島第一原発の冷却装
置の故障」という報道に接したさい，「いわき地区」
の多くの透析医療スタッフにとっては水や電気等のラ
イフラインの確保のほうが重大な問題であり，原発事
故が今後の事態に与える真の影響については「理解で
きていなかった」というのが事実であろう．しかし，
翌 3 月 12 日に空高く灰煙を伴う 1 号機の水素爆発が
おこり（図 2），引き続き 14 日に 3 号機の水素爆発，

さらに翌 15 日の 4 号機の火災発生に至っては，放射
能に対する恐怖が現実的になった．原発事故後直ちに
当院に避難してきた富岡クリニックのスタッフ達は，
ボーンという爆発音を幾度か聞き強い恐怖を感じたと
いう．

さてその頃，Web（メイリングリスト）上で「いわ
き市では透析スタッフの間に「原発パニック」が起こ
っている．透析医療者は冷静な判断が出来ていない．
あの程度の放射線は人体には影響ない」という主旨の
甚だ無責任なメールが流された．その詳細については
割愛するが，これはきわめて軽率な言動だったと判断
する．

なお後日，震災直後の 3 月 11 日にすでに福島第一

図 1　いわき地区（浜通り）

# 浜通り地区
福島第一原子力発電所

福島県　浜通り
いわき市 (地区) では

震度 6 (弱) の地震
と

海岸地区では津波による水難被害
また

福島第一原子力発電所では
冷却装置が
止まった。

図 2　福島第一原子力発電所事故

（福島民報提供）

「福島第一原子力発電所」事故
　1号機に続き3号機、2号機も!

１号機水素爆発
分解写真（3月12日）

３号機水素爆発
分解写真（3月14日）

（実は1、2、3号機で震災1時間後から炉心溶融
（メルトダウン)が起こっていた!!）5月17日の報道）

4号機の火災と2号機の水素爆発
（3月15日/16日）
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原発の 1～3 号機で炉心溶融（メルトダウン）が起き
ていたと報道されたことは記憶に新しい．また現在，
福島市や郡山市の「小学校校庭での土壌汚染」や農作
物の放射能汚染が大きな恐怖となっていることも周知
の事実である．さらに東北 3 県からの学童避難数が約
12,000 人と報道されているが，うち 10,000 人が福島
県の学童である．「福島第一原発事故」は日本人が初
めて経験する大規模な原発事故であり，そのため約半
年経た現在でもまったく収拾のめどが立っていない．
いわき市の放射能レベルはこの爆発によって「20 マ
イクロシーベルト/hour」を超えており，筆者たちが
集団避難を決定した 3 月 14 日にも現在の約 100 倍程
度の放射能値を示していた．

さて，今回の原発事故による「放射能汚染」は，わ
れわれ日本人にとって初めての経験であり，医療者と
しての責務である患者の命を救うために取ったいかな
る行動も，日本のすべての医療者にとって初めての対
応であり，経験である．したがって，いかなる対応を
すべきかはきわめて重い責務だが，その最終的な判断
は現場にいる医療者が負わざるをえない．その判断が
正しかったか否かについては，今後のためにも是非検
証が必要だが，多くの透析患者の命が救われたことは
事実であり，あの状況ではそれで精一杯だったと思っ
ている．多くの批判もあると推察するが，当時，実際
に手を差し伸べて頂いた先生方や医療スタッフ，行政
の皆様方には感謝あるのみである．

1-2　住民の放射能への恐怖と自主避難・風評被害に 

よる孤立化

「いわき市」の中心部は福島第一原発からは約 40 km

離れているので，事故当時「避難地域」には指定され
ていなかったが，3 月 15 日，北方の一部地域が「屋
内退避地域」に指定されると同時に「屋内退避地域が
いわき市全域に及んでいる」，「いわき市は危険だ」と
いう風評が急速に拡大した．いわき市は「地震」と

「津波」による「ライフラインの損壊」に加え「原発
事故による放射能への恐怖」，そして「交通遮断と風
評被害による孤立」という 4 重苦を強いられることに
なった．危機管理防災アドバイザーの山村氏は，今回
の震災を「東日本津波原発大地震」と呼ぶにふさわし
いと言及していた．

このような状況下で，いわき市の住民は 3 月 15 日
（原発事故発生 4 日目）頃から，茨城県や山形県へ，
また福島空港から飛行機を使って遠く関西方面へ避難
して行った（図 3）．とくに小さな子供をもつ親たち
はいち早く自主避難した．人口 34 万人の福島県第一
の都市であるいわき市から，報道では約 6～7 万人が
避難したといわれているが，実際は全市民の約 6～7

割（約 20 万人）の市民が避難したとも推察されてい
る．一方，孤立したいわき市では移動に不可欠のガソ
リンも極度に不足していた．ガソリン不足は物流の障
害となるのみではなく，地方では不可欠の「高齢透析
患者の送迎」や「医療スタッフの通勤」にも大きな影
響を及ぼした．最終的にいわき市は人のいない「ゴー

図 3　いわき市内の国道 6 号線の渋滞（放射能からの避難）

福島県内の国道は、他県に向かう乗用車で渋滞した。な
かなか進まない車の列の中で、不安そうな表情を浮かべ
るいわき市の主婦（５８）は「知人のいる水戸市に向かう。
親族１１人で車４台に分乗して脱出しました」と話す。
千葉県の親戚の家に向かうという自営業男性（５６）は
「朝９時に一家１０人で家を出た。（放射能は）見えない
分、怖い」と不安そうに話した。
　福島空港では、早朝から航空券を買い求める客で航空
会社のカウンターの前に長い列ができ、空港事務所によ
ると乗客の列は最大で約１００メートルにも達した。

（2011年3月16日　写真は読売新聞のご厚意で提供）

いわき市内の国道 6 号線の渋滞 (放射能からの避難)

いわき市の34万人のうち約 6 -7 万人以上の住民
が自主避難した。
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ストタウンの様相」を呈していった．

1-3　孤立化したいわき市の医療状況について
――　マンパワーの低下

震災の直接的被害に加えて，原発事故とその風評被
害によって孤立化した生活環境のなかで，医療の状況

（実際活動している医師数や診療所数など）について
は，後日医師会等にも問い合わせてみたが，残念なが
ら正確な統計的記録は取られていなかった．

ここでは，当時の渡辺いわき市長と木田医師会会長
のコメントを紹介する．渡辺市長と木田会長は「水道
はほとんど回復せず，食糧やガス，医療資材などが不
足する厳しい状況だ．また運送業（物流）だけではな

く行政も医療も麻痺してしまった」と発表していた．
同じく，いわき市の第一基幹病院であるいわき市立総
合磐城共立病院の樋渡院長は（図 4），3 月 16 日から
17 日の市の医療状況について，「震災前 108 人いた医
師は自主避難で約 60 人に減った．また若い研修医 8

名は院長判断で県外に避難させた．看護師も半分にな
った．医師以外のスタッフも半数が欠勤．極度のガソ
リン不足によって通勤も困難である．病院内の給食は
あと 5 日分しかない．いわき市の診療所 260 施設のう
ち 210 施設以上がすでに閉院した」と話している．

さらに，いわき市薬剤師会谷川会長は次のように報
告している．「放射能の恐怖は震災以上の混乱をもた
らした．市長は安定化ヨウ素剤を配布した．皮肉なこ

図 4　3 月 16〜17 日のいわきの医療状況について

いわき市立磐城共立病院樋渡院長

ガソリン不足と放射能への恐怖心からいわき市には薬が運ばれに
くい。
共立病院では約 650 人が入院していた。約半数を退院させたがあ
と300 人残っている入院患者の薬は残り 3 日分、給食は 5 日分し
かない。

医師 108 人の内若い研修医 8 人は院長指示で避難させた。
他にも自主避難した医師が多く、残りは約 60 人。
医師以外のスタッフも半数が欠勤

ガソリン不足や家族の被災で出勤できない職員が多い。
また原発事故を恐れ無断で避難した職員も多い。

3月16 -17日のいわきの医療状況について
いわき市立磐城共立病院　(樋渡院長談: JC-NET配信)

図 5　いわき地区で「透析継続困難」に至った背景

いわき地区で「透析継続困難」に至った背景

大地震と津波によるライフラインの破壊福島第一原発事故

ゴーストタウン化

住民の他地域への避難 ガソリン不足 透析患者の送迎困難

医療スタッフの通勤障害

透析継続困難

放射能汚染に対する
風評(実害)被害 物流の停滞滞

子供のいる若い医療
スタッフの自主避難

マンパワーの低下
(医療スタッフの疲弊)
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とに最も鋭敏に反応したのが地域医療を支えるべき医
師，薬剤師であったが，そのほとんどが避難してしま
い，医療は崩壊寸前となってしまった．基幹病院でも
スタッフは激減し疲弊している．圧倒的に少ないもの
はマンパワーだ．断水は続いている．復旧作業も孤立
化し人手が足らない」

いわき市の医療状況について，当時の状況をまとめ
ると次のようになる．ライフラインの崩壊と長期間の
断水，原発の風評障害による物流低下による物品や食
料の不足，さらに医療職を含めたマンパワーの低下で
ある．ことに子供をもつ若い医療スタッフの多くが自
主避難した．この結果，いわき市の透析施設は「透析
継続困難」に陥ったのである（図 5）．

2　いわき市の透析医療状況について

いわき市には現在 10 施設の透析施設がある．基幹
病院である磐城共立病院には日本透析医学会指定の

「透析専門医」は常勤しておらず，磐城共立病院とい
わき市からの依頼で，数年前から筆者たちの財団法人

（ときわ会）の医師が週 3 回出張管理を担当していた．
したがって，透析導入を含め，事実上，その他 9 施設
のプライベートクリニックで透析医療を行ってきた．
各施設の位置と患者数は図 6 に示すとおりであり，震
災後実施した私たちのアンケート調査では合計 1,054

名であった．以上の状況から，最も多い透析患者を管
理しているわれわれの施設が他施設と協議してイニシ
ャチブをとらなければならない状況となった．

2-1　集団避難前後の経緯
――　原発事故の放射能漏れに対する風評被害と 

輸送手段確保の困難性

図 7 は当院の対応を時系列でまとめたものである．
地震発生日の午後は断水にて透析不能となった．翌日
からは「給水車」にて「時間短縮透析」と ECUM を
行った．4 日目には断水は解除されたが，時々減水あ
りという不安定な水供給が続いた．さらに他院からの
患者も集中し，多シフト透析となった．水不足にて透
析装置洗浄不良のため，警報音が頻回に鳴った．16 日
には 4 シフトで 1 日 226 人透析，深夜午前 0 時 35 分
に終了した．スタッフも疲弊困憊したが，明日の集団
移動に備えて朝まで徹夜で準備した．

話は前後するが，このような状況下で，地震発生 3

日後の 14 日に院内協議を行い，その結果をいわき市
内の他の 8 透析施設へ連絡し，すべての施設で速やか
に集団移動に関する同意を得た．当時いわき市は地震
による道路閉鎖に加え，放射能漏洩に対する風評被害
のため，搬送手段の確保がきわめて困難であった．そ
こで翌 15 日と 16 日，「いわき市災害対策本部」へ透析
患者の搬送に必要な輸送手段の確保と，移動先の一つ
と予定していた新潟県への要請を依頼するも反応はき
わめて不良であった．この間に，東京都区部災害時透
析ネットワークと亀田総合病院からの受け入れを確認
した．15 日にこの旨を当院の患者に通達し同意をえた．

しかし，その後も依然として行政（福島県といわき
市）の対応が遅く，搬送手段確保の目途がまったく立

図 6　いわき市の全透析施設の分布と総透析患者数

磐城共立病院
(入院透析:
数名程度)

バック
アップ

いわき
泌尿器科
(346名)

常磐病院
(131名)

泉中央
クリニック
(81名)

ゆう
クリニック
(39名)

竹林記念
クリニック
(33名)

松尾病院
(12名)

かもめ
クリニック
(144名)

ニュータウン
クリニック
(138名)

クリニック
かしま

(かしま病院)
(130名)

いわき市の全透析施設の分布と総透析患者数(1054名)
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たなかった中，ある NGO 法人を通して「いわき市へ
行ってくれる東京，千葉方面への搬送用のバス」を確
保したという連絡が 16 日にあり，集団移動が現実的
になった．移動希望患者数を他の 8 透析施設に問い合
わせ，東京と千葉に連絡した．一方，新潟県へは「い
わき市の対応」が遅いため，福島県の対策本部を直接
説得して新潟県への要請を確認後，新潟へ移動人数を
知らせた．新潟県も受け入れを承諾したという経緯で
ある．行政の対応が遅く結局搬送できたのは 17 日の
朝になってしまった．

このような最中，日本透析医学会，透析医会および
腎臓学会の 3 学会から福島県知事あてに透析患者を速
やかに搬送するようにという要望書が提出され，当院
にもその FAX が届いた．心強く励まされたことを覚
えている．

2-2　震災後の各透析施設の被害実態について

震災後の各透析施設の被害実態についてアンケート
調査を行った．当法人 4 施設では，ライフラインにつ
いては電気，ガスは一時的な損壊であった（表 1）．
また施設内インフラについても RO 配管の一部損傷な
ど比較的軽度で，修理可能であった．また医療資材も
一応は数日分確保できていた．しかし水については深
刻だった．断水は最低限 3 日間続き，その間は市水道
局や自衛隊の給水車で対応したが，供給は不安定であ
った．また一部の施設ではガソリン不足のため患者送
迎を中止せざるをえず，自力で通院可能な患者のみが

透析していた．さらに医療スタッフも自主避難やガソ
リン不足で激減していた．当院はいわき市の医療施設
集中地域にあるため，ライフラインの条件が比較的良
いほうであった．

同様に他 5 施設の状況（表 2）であるが，当法人施
設の被害状況と似ていた．施設内インフラの損傷は軽
微で，まだ物流や医療資材もある程度確保されていた．
しかし断水が重篤で，14 日間から 1 カ月以上と非常
に長期間に及んでいた．多くは患者送迎中止と同時に
透析も中止していた．またここで注目すべきは欠勤ス
タッフの多さである．ほとんどの施設で 50％ 以上の
スタッフが欠勤していた．透析治療継続に必要な個々
の条件が崩れ，中でも「マンパワー」が保障されずス
タッフ達の疲弊を引き起こしていった．

2-3　ライフライン損壊（主として断水）と原発事故の

放射能恐怖からの支援透析の依頼

今回の集団移動には以上の経緯によっていわき市が
孤立化し，大規模な搬送手段を確保することがきわめ
て困難であったことが大きな障害となった．前述のよ
うに「行政への折衝・依頼」を第一と考え輸送手段の
確保に尽力したが，その対応は鈍く，悲観的であった．
これに対し亀田総合病院の小松先生，東大医科研の上
先生方の「被災地の医療提供体制を支援する会」が，
迅速に「Civic Force」という NGO 法人（大西代表）
を介して地元のバス会社を説得した．その後，他県へ
の搬送に関する福島県や厚生労働省の許可等もこのル

図 7　地震，原発と透析施設の関係（いわき泌尿器科の対応）
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表 1　震災後の各施設の被害状況，対処法とスタッフ数（ときわ会施設）（1）

患者数
（人） 対　応 電気

供給
ガス
供給

水 施設内イ
ンフラ被
害　　　

医療資材
の在庫　

最終 HD
（送迎中
止日）　

欠勤スタ
ッフ数　供給 対　応 断水期間

い
わ
き
泌
尿
器
科

総数（通常） 346 ―

○ ○ ×
給水車

（3/14 迄）
3/11～14
（3日間）

RO バ イ
パスライ
ン・排水
ライン損
傷→修理

○
（6日分）

3/16
（3/15）

10/52 人
（19％ 減）

外来 343 HD/ECUM
（QD：300 mL）
時間短縮（3 hr）入院 　3

常
磐
病
院

総数（通常） 131 ―

○ ○ ×
給水車

（3/16 迄）
3/11～18
（7日間）

機器損傷
なし

○
（5日分）

3/16
（3/16）

7/20 人
（35％ 減）

外来   71 HD/ECUM
（QD：300mL）
時間短縮（3 hr）入院   60

竹
林
ク
リ
ニ
ッ
ク

総数（通常）   33 ―

○ ○ ×
貯水タンク
なし　　　

3/11 で中止
（貯 水 タ ン
クなし，透
析中止）

機器損傷
なし

○
（5日分）

3/11
（3/11）

2/6 人
（33％ 減）

外来   33
即日中止

入院 　0

泉
中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク

総数（通常）   81 ―

○ ○ ×
給水車

（3/14 迄）
3/11～14
（3日間）

貯水タン
ク水漏れ
→修理

○
（5日分）

3/15
（3/15）

0/6 人
（0％）

外来   81 HD/ECUM
（QD：300 mL）
時間短縮（3 hr）入院 　0

表 2　震災後の各施設の被害状況，対処法とスタッフ数（他施設）（2）

患者数
（人） 対　応 電気

供給
ガス
供給

水 施設内イ
ンフラ被
害　　　

医療資材
の在庫　

最終 HD
（送迎中
止日）　

欠勤スタ
ッフ数　供給 対　応 断水期間

総数（通常） 138 ―

○ ○ ×
給水車

（3/15 迄）
3/11～4/8
（26日間）

機器損傷
なし

○
（10日分）

3/15
（3/15）

14/27 人
（51％ 減）

外来   73 HD/ECUM
時間短縮（3hr）入院 　0

総数（通常）   39 ―

○ ○ ×
給水車

（3/16 迄）
3/11～26

（15日間）

供給装置
破損→修
理

○
（14日分）

3/16
（3/16）

3/6 人
（50％ 減）

外来   36 HD/ECUM
時間短縮（3hr）入院 　3

総数（通常）   12 ―

○ ○ ×
給水車

（3/14 迄）
3/11～25

（14日間）

RO バ イ
パスライ
ン・排水
ライン損
傷→修理
不能

○
（12日分）

3/14
（なし）

3/6 人
（50％ 減）

外来 　9
HD のみ

時間短縮（3hr）
入院 　3

総数（通常） 144 ―

○ ○ ×
給水車

（3/15 迄）

3/11～4月
下旬

（1カ月以上）

配管損傷
水もれ→
修理

○
（4日分）

3/15
（3/15）

8/26 人
（30％ 減）

外来   54 HD/ECUM
時間短縮（4hr）入院 　0

総数（通常） 130 ―

○ ○ ×
給水車

（3/13 迄）
3/11～4/1
（20日間）

供給装置
と溶解装
置の配管
→修理不
能？

△
（5日分）
透析液，
医薬

3/13
（3/13）

31/34 人
（91％ 減）

外来 130
HD

時間短縮（3hr）
入院 　0

Ｎ
Ｔ
ク
リ
ニ

ッ
ク

ゆ
う
ク
リ
ニ

ッ
ク

松
尾
病
院

か
も
め
ク
リ

ニ
ッ
ク

ク
リ
ニ
ッ
ク
か
し
ま

（
病
院
）



東日本大震災におけるいわき地区の被害状況 465

ートで速やかに得られた．これに呼応して，震災直後
に連絡を頂いていた「亀田総合病院」と「東京都区部
災害時透析ネットワーク」に移送した（図 8）．一方，
新潟県へは福島県にとって隣県であり，すでに 3 月
13 日には新潟大学の高橋公太教授を通して県保健福
祉部に対し「支援透析のための移送と住居確保」につ
いて打診していた（図 9）．ここでも問題は移送手段
の確保であったが，福島県の災害対策本部から新潟県
への要請を再三依頼し，新潟県保健福祉部を通して，
新潟大学（高橋教授，成田教授，風間准教授）ならび
に県透析医会にお世話になった経緯である．

以上から，最終的に東京方面は「東京都区部災害時
透析医療ネットワーク」，千葉方面は「亀田総合病院」，

そして新潟方面は「新潟県保健福祉部」に「支援透析
と居住の確保」を依頼するに至った．新潟県を選択し
た理由は，磐越高速道を介して福島県から地理的に最
も近いということ，過去数度の大地震による災害時透
析を経験しており，システムが確立していることによ
った．さらに，東京都区部災害時透析医療ネットワー
クと亀田総合病院を含め，すべてに共通していたこと
は，全医療機関とも

①　外来・入院透析とも，支援受け入れ人数が多い
こと

②　地震・原発事故直後から積極的に支援提供の連
絡を頂いていたこと，そのために連絡が円滑に行
えたこと

図 8　移送手段の確保（1）東京・千葉方面の動き

東京・千葉方面の動き移送手段の確保 (1)
震災による被害、原発の放射能汚染に対する風評被害

帝京大学(堀江重郎教授)

「被災地の医療提供体制を支援する会」濱木珠恵医師(墨東病院)

小松秀樹福院長(亀田総合病院)

千葉日報

「災害支援を専門とするNGO(Civic Force)」
理事:小澤隆生氏 亀 総合病院

上昌広特任教授
(東大医科研)

千葉日報

東京女子医大

亀田総合病院
(小松秀樹副院長)朝日新聞

「バス移動」の県の許可が必要

都区部災害時透析
ネットワーク
(代表:秋葉 隆教授)

「厚労省」(国)の許可が必要
昭和大学 秋澤忠男教授

帝京大学 内田俊也教授

許可が下りた
(厚労省) 積極的な受入れの要請!!

阪和病院(増井義一院長)
協立病院(上田邦彦院長)

大規模後方搬送手段がない(誰もいわきに来たがらない!)

新常磐交通(バス)

３
月
12-

13
日

(猪瀬直樹副知事)

図 9　移送手段の確保（2）新潟方面の動き

新潟方面の動き移送手段の確保(2)

大震災および原発事故直後の3月13日(日曜日)に新潟大学(高橋公太教授)に打診

3月14日にいわき市の全透析施設に連絡

3月15日および16日に「いわき市」および
「福島県」災害対策本部に福島県から新潟県
への要請と大量搬送のバスの搬出を嘆願 !!

信楽園病院(讀賣新聞)

新潟県保健福祉部
新潟大学(高橋公太教授、

成田一衛教授、
風間順一郎准教授)
新潟県透析医会

いわき市および福島県災害対策
本部の支援透析依頼に対する

対応が鈍い!

三学会からの要望書
(3月15日)

最終的に3月17日早朝2時
頃に新潟県への透析要請の

連絡がついた。

バスは福島県対策本部
が手配。栃木県のバス。
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③　普段から付き合いがあり顔が見えていたこと
などであろう．

しかし支援施設への事前患者報告数と実際の移動患
者数に大きな差が生じた．未曽有の混乱した状況の中，
災害時透析の経験が皆無であり，他施設との共同で短
期間に集団移動を決定せざるをえなかったのが原因と
考える．

2-4　支援透析に対する依頼患者数と実際の患者数の 

差について

今回の集団避難では，予定した依頼患者数と実際に
移動した患者数に大きな差が生じ，支援側の関係者の
皆様に大変なご迷惑をお掛けしたことは事実であり，
この場を借りて心より深くお詫びする次第である．

前号の山川論文3）でもこのことが指摘されている．
しかし，行政の透析医療に対する災害対策の状況，ま
た後述するいわき地区の透析施設間の関係や，日本人
が初めて経験する規模と質（e.g.：原発事故）の災害
であったことを考慮して頂きたい．しかし，われわれ
にはその客観的な事実を明らかにする義務がある．

さて，もともといわき市は天災のきわめて少ない地
域である．したがって，透析施設間には他地域と異な
り，

①　災害に備えて普段から各施設の透析患者数の正
確な把握を行っておくという共通認識が少ない

②　福島県透析医会支部もあるが，同様の理由で，
災害に対する対応は各施設独自で「日本透析医会

の災害時ネットワーク」にアクセスする
というスタンスをとってきた．そのため，今回の震災
において，われわれが短時間に患者数を把握する手段
として平成 21 年度の「いわき市腎友会」の調査デー
タを利用し，いわき市の総（血液）透析患者数を約
1,000 人と読み，これを総避難者数として設定した．
ここに誤謬があり，このすべての患者が集団移動する
ものと判断してしまった．後程判明したことだが，事
実は，約 40％ の患者はわれわれよりも先にすでに自
主避難したか，あるいは集団移動の連絡がつかず，わ
れわれの後に自主避難した患者であった．

避難前の情報では，新潟県は約 400 人受入れ可能と
のことだったため，当初，東京方面（都区部災害時透
析医療ネットワーク）には約 600 人の避難数と報告し
た．しかし事実は図 10 に示すように，東京方面は当
法人 428 人中の 229 人と他施設患者 153 人の計 382 人
となった．移動前に連絡のついた患者数（事前避難予
定患者数）は 695 人だったので，新潟と千葉を含め約
85％ の患者が避難したことになった．また今回のア
ンケートで，いわき市の透析患者総数は 1,092 人（富
岡クリニックを含む）だったため，いわき市全体の約
53.2％ が避難した計算になった．各方面には当初の約
1,000 人という数字が先走りしてしまい大変ご迷惑を
おかけしたことを反省している．

当法人患者の避難地域，支援施設での入院，外来別
状況，何らかの理由で自主避難した患者数と「いわき
に残留」した患者数の内訳は図 10 の通りである．な

図 10　今回集団移動した患者数と施設，移動先

今回集団移動した患者数と施設、移動先

透析施設名 全透析患者数
(避難患者数%)

事前連絡
患者数

避難
実患者数

移動先
(入院)

ときわ会
(229)

ゆうクリニック

73

松尾病院
(382)

130(0%) 0

かもめクリニック

584人695人合計 1092(53.4%)
3月17日移動先 人数

東京 229東京 22
451潟新
54葉千

計 428
(ときわ会のみ)

計 428

最終的にいわき市総透析患者:1092人中584人(53.4%)が3月17日に移動した
(富岡地区の３８人を含む)

ニュータウン(NT)クリニック

クリニック　かしま

629(68.0%） 428

1839(46.1%)

138(52.8%)

1112(91.6%)

0

不明

68

0

2

054

138

9

497

39

12

0144(37.5%)

予定患者数
約1000人と
大幅に違って
しまった
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お福島第一原発 20 km 以内の避難地域にあり，すでに
避難してきた「富岡クリニック」を含めて計算してあ
る．東京，鴨川，新潟の 3 地域に合計 428 人が避難し，
これは当法人患者総数の 68％ に当たる．うち避難先
での外来患者は 358 人，入院患者は 70 人，自主避難
者は 171 人，いわき残留は 22 人となった．一方，当
法人以外の 5 施設には合計 463 人の透析患者がいるが，
うち 153 人（約 33.0％）が避難した．すべて東京都区
部災害時透析医療ネットワークに避難した．なおその
後各施設に対して行ったアンケート調査では，他施設
における正確な避難患者数の把握は困難であったが，
得られた情報では自主避難 97 人，集団避難 132 人，
いわき残留 22 人となっている．なおいわきに残留し

た透析患者は，いわき泌尿器科に残っているスタッフ
によって透析を継続していた．

2-5　集団移動に使用したバスの台数と各方面へ 

随行したスタッフ数

今回の搬送に使用したバスの台数と避難した患者数，
支援施設を図 11 に示す．図に示すように上から，東
京方面は大型バス計 20 台，千葉には 2 台，新潟には
7 台となった．東京方面 20 台のうち 17 台は日本透析
医会のご厚意による費用負担，残り 3 台は厚生労働省
負担，また千葉の 2 台は厚生労働省負担，新潟の 7 台
は福島県負担となった．

各方面へ避難した患者数，随行したスタッフ数とそ

図 11　3 月 17 日 集団移動時のバス台数と関係官庁（行政）

3月17日 集団移動時のバス台数 と 関係官庁(行政)

東京 バス台数 17台(透析医会負担) + 3台(厚労省負担)   

東京都区部災害時透析医療ネットワーク

20台

新潟　バス台数 7台 (福島県負担) 患者:154名(+staff:22名)
亀田総合病院

新潟県災害対策本部医療活動支援班
日本透析医会新潟県支部 新潟大学
県内各病院

透析患者とスタッフを含めると
計 659名の移動

患者:385名(+staff:49名)

鴨川　バス台数　　 2台　(厚労省負担)    患者:45名(+staff:4 名) 

図 12　各避難先に随行した医療スタッフ（人数，職種と対患者比）

医師東京(49名:比率:7.8)
看護師
技師
事務
助手 患者数 : 385名

医師 6
看護師 23
技師 10

助手 6 バス台数 :20台

鴨川(4名:比率:11.3)
患者数 :45 名
バス台数 :2台

計
584
名

医師 1
看護師 3
技師 0

新潟(22名:比率7.0)
医師 2
看護師 19
技師 1

患者数 :154名
バス台数 :7台

**現地に着いても、その後も同数のスタツフが継続して
常駐している。家族付き添いなし(搬送時)

各避難先に随行した医療スタッフ(人数、職種と対患者比)

事務 4

ス
タ
ッ
フ  

計
75
名
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の職種，さらに患者数とスタッフ数の比率を図 12 に
示した．東京へは患者数 385 人に対してスタッフ数
49 人で比率は 7.7：1，鴨川へは 45 人対 4 人で比率は
11.3：1，新潟へは 154 人対 22 人で比率は 7.0：1 だっ
た．避難に随行するスタッフ数の理想的な比率は不明
だが，比率としては比較的満足すべきものと考えた．
またこれらのスタッフはローテート方式で支援透析の
居住所に常駐し，透析時にも随行していた．

まとめ

①　東日本大震災でいわき市はライフラインの破壊
（とくに断水は一部の施設において非常に長期に
亘った）が透析継続困難の大きな要因であったが，
いわき市における本震災の特殊性は「福島第一原
発の事故」にあったと考える．原発の水素爆発に
伴う「放射能漏れ」に対する住民の恐怖と県外か
らの風評被害という未経験の緊急事態の中で，移
動すべきか否かの判断に迷った．とりわけ透析を
支えるべき若い医療スタッフの疲弊が目立ち，先
行きも見えないことから支援透析を依頼すること
となった．また今回は当院のみではなく，いわき
市のすべての施設に呼びかけたため，正確な患者
情報の把握が困難であり，「見切り発車」的な様
相となってしまった．

②　原発事故の影響もあり，速やかな「大量の患者

搬送と住居の確保」が必要と判断した．「時間が
緊迫していること」，「移送患者数が大量である」
ことから，「連絡の取りやすい，顔の見える身近
な機関」に依頼した．幸い東京，千葉，新潟，い
ずれも事故早期から連絡を頂き，また比較的大量
の患者の受け入れと住居の確保を担保して頂いた．
なお「いわき市」には行政，医師会，また地域の
透析施設間での「透析時災害ネットワーク」が構
築されておらず，患者数の最も多い当院が主導す
る形となった．

③　いわき市はもともと自然災害の非常に少ない地
域なので，今回の災害に対しても「行政の対応が
遅く」，ことに透析患者の他地域への支援搬送に
おいては絶望的であった．搬送に関しては東京の

「Civic Force」にご尽力いただいた．
④　十分な患者情報が準備できず，多くの支援施設

に対して迷惑をおかけした．

現在，福島県立医大，日本透析医会福島県支部，福
島県災害対策本部，福島県医師会と各地域の透析施設
間での連絡を密にし，行政を強く巻き込んだ福島県全
体の災害時の透析医療対策の立て直しが始まっている．

謝　辞

今回，日本透析医会のみではなく，災害情報ネット

表 3　謝辞：心より感謝申し上げます

移送先の支援透析確保と居住提供
　東京都区部災害時透析ネットワーク（代表：秋葉　隆・飯野靖彦教授）
　東京都福祉保健局 保険政策部 疾病対策課長（広松恭子先生）
　東京都副知事（猪瀬直樹氏）
　新潟大学医学部（高橋公太教授，成田一衛教授，風間順一郎准教授）
　新潟県福祉保健部，新潟県庁医務薬事係（栗山三衛氏）
　新潟県総務管理部
　亀田総合病院（亀田隆明理事長，亀田信介理事長，小松秀樹副院長）

終始アドバイスを頂戴した
　日本透析医会　　　　山㟢親雄会長（東京，千葉：患者移送の費用負担）
　日本透析医学会　　　秋澤忠男理事長（大量後方搬送の県への要請）
　新潟大学泌尿器科　　高橋公太教授
　帝京大学泌尿器科　　堀江重朗教授

移送バスの手配（東京，千葉）
　被災地の医療提供体制を支援する会（堀江重朗教授，上昌広教授，濱木珠恵先生）
　NGO 法人（Civic Force）（小澤隆生氏）

新潟への患者支援の要請と搬送手配
　福島県保健福祉部健康衛生総室地域医療科主事（坂中聖子氏）
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ワーク上で多くの先生方やご施設から支援透析の申し
出を頂きました（表 3）．心より感謝申し上げる次第
です．さらにバスの搬送および避難中の移動費用は，
今回の移動にご理解を頂きました日本透析医会，厚生
労働省，福島県に負担して頂きました．感謝申し上げ
ます．最後に，今回の集団移動に関しましては，多く
の先生方に大変お世話になり有難うございました．こ
の場をお借りして心よりお礼を申し上げます．
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要　旨

東日本大震災により福島県会津地域は，深刻な透析
物資と情報の不足，そして被災地域から多くの透析患
者が避難してきた．同地域では，透析施設は避難透析
患者への対応と透析物資の確保に苦渋し，患者は透析
時間と回数の短縮を余儀なくされた．今回，地域全体
の透析施設・患者を守りつつ，被災者を一人でも多く
受け入れるため，官・民・病院・職種の枠を超えた

「会津地域透析連携協力ネットワーク」を短期間で構
築・運用できたので報告する．

はじめに

まず，普段救命救急センターで救急専門医として働
き，通常業務として慢性腎不全患者（透析患者）に対
し透析業務を行っていない著者（田上）が，東日本大
震災にさいし，行政と病院と民間企業とが連携協力で
きる透析ネットワークの必要性を感じ，立ち上げた経
緯について述べる．そして，実際の運営とその後の課
題に関して考察を行う．最後に，今後の方向性に関し
ても検討していきたい．直接的な被災地域とは，質も
程度も違うレベルでの透析医療の混乱をその対応と共
に考えたい．

1　会津地域と東日本大震災

福島県会津地域（会津若松，喜多方，南会津）は，

福島県を南北に連なる奥羽山脈と阿武隈高地の二つの
尾根線を概ねの境界とした「会津」「中通り」「浜通
り」の三つの地域の一つである．地域の面積は約
5,420.69 km2，人口は約 300,000 人である．

東日本大震災は，平成 23 年 3 月 11 日（金）14 時
46 分，東北・三陸沖を震源とする，巨大地震であっ
た1）．福島県の会津地域の震度は 5 強であり，直接的
な被害は少なかったが，深刻な物流不全と情報不足に
伴う混乱に陥った．また同県の浜通りに位置する，福
島第一原子力発電所の事故（原発事故）による直接的，
間接的影響をうけた．

地震，津波，原発事故の被災地域から，約 1 万人の
人が会津地域に避難してきた．また，被災した病院よ
り，陸路・空路で，多くの入院患者の転院が行われた．

会津地域には，2010 年 11 月現在，741 名の外来透
析患者が 10 病院で加療していた（会津腎友会調べ）．
会津腎友会が，2010 年 11 月に行ったアンケートによ
ると，各病院の最大追加受け入れ可能患者数は，合計
で 60～70 名であった．今回の震災の影響では，会津
地域の透析病院のうち 1 施設が使用できなくなり，他
の病院での加療が必要となった．

2　会津地域災害拠点病院としての対応

著者の所属していた会津中央病院は，会津地域唯一
の救命救急センターであり，同時に災害拠点病院に指
定されている．そのため地域の災害拠点病院として，

医療安全対策

東日本大震災と
「会津地域透析連携協力ネットワーク」
――　官・民・病院・職種の枠を超えたネットワークの構築　――

田上　隆＊1　中山昌明＊2

＊1  日本医科大学救急医学教室（前所属：会津中央病院救命救急センター）　＊2  福島県立医科大学腎臓高血圧内科
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救命救急センター長を本部長とする災害対策本部を早
急に立ち上げた．また災害派遣医療チーム（disaster 

medical assistance team;  DMAT）を 交 代 で 4 隊 派 遣
した．地震発生 2 日目に，センター長は，福島県
DMAT の統括本部に招集された．そのため，著者が
当院災害対策本部の本部長を代行することとなった．

震災発生 2～3 日目には，様々な情報が流れた．報
道では，数日以内に再度同規模の余震が発生する可能
性が 90％ 以上との予測，会津地域にも計画停電実施
は避けられないとの情報，深刻なガソリン不足に伴う
物流不全の解決の困難性などである．また，原発事故
に伴い，多くの被災者が直接放射線被爆検査目的で基
幹病院に来院した．

本部長として，新たな余震発生時の対策のシミュレ
ーションを行いつつ，被災地域の病院から患者を 1 人
でも多く受け入れるため，極力当院のベッド調整を行
った．重症患者はヘリコプターやドクターカーなどで
受け入れた．最終的に，慢性期患者も含め，146 名を
被災地域より当院に受け入れた．

そのような中，気がついたことが二つあった．一つ
は，報道機関からの発表情報と派遣した DMAT 隊か
ら報告される情報には，大きなギャップがあったこと
である．二つ目は，行政側との連携や情報の共有が非
常に困難で，同じ災害対策本部という名がついた組織
ではあるが，横のつながりがまったく無かったことで
ある．このような状況の中で，今後起こりえる最悪の
状況を踏まえると，「preventable disaster death（避け
られうる災害死）」の発生を危惧した．しかし，多く
の社会的問題が絡む今後の対策は，一民間病院だけの
問題ではないと強く感じた．そのため，会津若松市お
よび市長と協議し，センター長が帰院するのと同時に，
著者は会津若松市災害対策本部に，3 月 15 日（4 日
目）に加入することとなった．

3　会津若松市災害対策本部

著者は，会津若松市長を本部長とする会津若松市災
害対策本部に加入した．医療班に所属し，医療に関連
する問題を検討した．また，放射線被曝の基本的な知
識に関しても提供した．会津若松市内だけではなく，
会津地域全体の病院および病院災害対策本部と連絡を
取り，情報を収集した．また，被災者の避難所を見て
回った．その中で，時間的猶予が無く至急取り組まな

くてはいけないと判断した問題が二つあった．一つは，
避難所で保健衛生・医療に重要な役割を担う，現場の
保健師が疲弊していたことである．その対策を，医療
班でディスカッションしアイデアを提供して，解決し
た．もう一つの問題は，被災地域からの透析患者の受
け入れおよび透析物資不足に伴う，会津地域の透析病
院の混乱であった．その点を，以後述べる．

4　震災が会津地域の透析患者・透析病院に 

　及ぼした影響

震災の影響で透析が施行できなくなった病院が一つ
あった他に，大きく問題点が三つ考えられた．

①　多くの被災地域の透析患者が，独自に透析可能
な病院を調べ，直接になんの情報も無く来院した．
患者来院数については病院間での差も大きかった
が，その対応に各病院が追われた．

②　透析物資が不足傾向となった．後ほどわかった
ことであるが，これは主に卸業者からの搬送が一
時不可能となったためであった．ただし，これも
病院間で差があったが，実際に数日で透析不能に
なる病院が数施設存在した．

③　ガソリン不足からくる職員の交通手段の確保の
問題や先が見通せない不安感（原発事故，計画停
電の可能性や物資不足）などに伴う，病院スタッ
フの疲弊があった．

5　透析時間・回数の短縮

今回の震災により，会津地域では一時的に多くの施
設で透析時間短縮・回数の減少が行われていた．会津
地域で透析可能であった 9 透析病院のうち，3 施設で
時間・回数共に短縮（1 回 3 時間，週 2 回）が実施さ
れ，2 施設は透析時間のみ短縮，2 施設で回数の減少
のみ（週 2 回）であった．震災前とほぼ変わらず施行
できたところは 2 施設のみであった．この対応は，各
施設の判断で，より長く透析物資を運用するための緊
急処置であった．

6　問題点整理 
　　――　想定外の既存ネットワークシステムと情報不足

会津地区透析連携協力ネットワーク（会津透析ネッ
トワーク）は，災害時に協力するシステムとして，既
に存在した（図 1）．また，透析病院のスタッフ同士
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の情報交換は，年に 2 回は行われていた．ただ，著者
の私見ではあるが，この会津透析ネットワークは，直
接的な災害時に数施設が被害を受けたさいでの病院間
の連携を意図して作られている．今回のような，災害
自体よりも，社会的問題を多く含むケースは想定され
ていなかったと思われる．実際に，今回の震災では，
既存の会津透析ネットワークは機能できなかった．

今回は，被災した透析患者がどの病院に何人受け入
れ，今後何人程度来院するかがはっきりせず，病院毎
に病院前まで患者がきて初めて対応する形であること
が多かった．また，透析物資の不足も，病院毎に卸業
者との連絡を行っていた．しかし，現実的には卸業者
も困惑していた．「どの病院に，何が，どれだけ，本
当に，不足しているか」，「どの病院を優先して供給す
れば，全体として会津地域の透析を維持できるか」を
把握できていなかった．

7　対　応 
　　――　官・民・病院・職種の枠を超えたネットワーク体制の構築

7-1　準　備

図 2 が今回構築した，会津透析ネットワークである．
震災発生 5 日目（3 月 16 日）に著者が構想，準備を
開始した．同日より，会津若松市長，会津若松保健所
所長，各透析病院の責任者との調整を行った．調整に
苦労はしたが，現場（透析病院）の後押しがあったお
かげで，7 日目（3 月 18 日）に会津若松災害対策本部
内に，透析ネットワーク本部が立ち上がった．市より
専用電話・FAX 回線 2 本やインターネット環境など
の必要物品と場所の提供を受けた．また，透析不能と
なった 1 病院から，透析の専門知識を持ち合わせた透
析専門看護師と専門臨床工学技士が本部に加わってく
れた．救急医，看護師，技士の，延べ 4 名でのスター

図 1　旧緊急システム
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図 2　新たに構築した会津透析ネットワーク
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トであった．

7-2　実　際

（1）　情報整理・分析
まず，各病院と直接連絡を取り，現在の状況を把握

した．患者数，スタッフ数と疲弊具合，空きベッド数，
受け入れ可能人数，通常使用しているすべての透析物
資の型番（図 3），不足しそうな物資等である．以後，
毎日の更新情報を具体的に設定して，日本透析医会災
害情報ネットワークのホームページ（図 4）に各病院
から書き加えてもらった．つまり，ホームページ規定
の記入項目に加え，実際的で具体的な情報の追加記入
をお願いした．不足物資であれば，何が，どれだけあ
り，残り何人分あり，何日持つか？ この具体的な情
報が重要であった．我々は，これら情報を整理し，分

析した．
また，国・県・市の行政を始め，透析医会や各団体

から入ってくる情報を当方でまとめた．実際には，福
島県災害対策本部，保健所の災害対策本部，会津若松
市災害対策本部，日本透析医会からのメーリングリス
ト，日本赤十字社，福島県の透析業務のまとめ役であ
る福島県県立医大からの情報が有用であった．これは，
実際には，毎日膨大な情報量となり，当本部で精査し，
各病院に情報提供を行う目的で分析した．

（2）　患者紹介と調節
透析患者からの問い合わせ，適切な病院紹介の窓口

を当本部で一括して行った．直接患者から各病院に問
い合わせがあったケースでも，こちらに取り次いでも
らった．本部の電話番号，メールアドレスなどは，会

図 3　会津地区で使用している透析物資の型番一覧
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AF 2 号 NV-7236 ニプロ メ デ ィ カ ッ ト
16 G，17 G

県立会津
総合病院

キンダリ
ー 2E 号

AF 2 号 カーミラ
イン

日機装 
NV-
Y125PL
NK-A85P
NK-A95P

メ デ ィ カ ッ ト
16 G

ハッピー
キ ャ ス
17 G

県立南会
津総合病
院

AF 2 号 カーミラ
イン

日機装
NV-
Y881PJ 
NK-A85P

メ デ ィ カ ッ ト
16 G，ク ラ ン
ピングチューブ
付メディカット
カ ニ ュ ー ラ
17 G

会津クリ
ニック

（CAPD）

◇ キンダ
リ ー
3D 号

AF 2 号 NV-
Y177PC

日機装
NV-
Y220PA
NK-A85P

メ デ ィ カ ッ ト
16 G，17 G

入澤クリ
ニック

（CAPD）

◇ キンダ
リ ー
3D 号

カーミラ
イン

日機装 メ デ ィ カ ッ ト
16 G，17 G

徒之町ク
リニック

キンダリ
ー AF3P
号（A：
液体）

H D F 併
用回路

― メ デ ィ カ ッ ト
16 G，17 G

○

マリアク
リニック

キンダリ
ー 2E 号

AF 2 号・
AF 3 号

カーミラ
イン

― メ デ ィ カ ッ ト
16 G，17 G
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津若松市のホームページ，日本透析医会のホームペー
ジにも掲載をした．患者からの問い合わせに対し，

（1）で行った最新の各病院の現状と避難所からの距離
等を考慮し，各病院に紹介した．

（3）　情報提供
情報を整理し，各施設と関連する団体に情報を提供

した．特に，透析物資の問題解決と各病院間での患者
数格差の解決に有用であった．各病院からの客観的な
情報を具体的に不足傾向にある物資をまとめて一覧に
して，透析物資の卸業者に情報提供した．当本部は，
何も強制力がない団体であるので，データ以上のコメ
ントは一切しなかった．ただ，各卸業者の判断で，一
番不足していそうな病院の不足している物資が，迅速
に供給された．このことで，実際には今回の透析物資
の問題は解決できた．

各病院の情報を分析すると，特に初期において総合
病院に患者が集中している傾向があった．そのため，
その病院のスタッフの疲弊は相当であった．透析物資
のケースと同様に，強制力は当本部にはまったくなか
ったが，患者数などの一覧データを各病院に通達した．

直ぐに，自然発生的に病院間で転院搬送等が行われ，
患者数は均等化された．

（4）　さらなる災害時のための準備
我々は，今後想定される様々なリスクを考慮し，施

行できうる対応を様々検討した．具体的にその一例を
あげる．

著者は，集中治療で持続血液浄化（CHDF）を施行
することは日常的であるが，血液透析業務（HD）を
専門としていない．個人的に一番驚いたのが，透析医
療物品の種類とメーカーの多さであった．図 5 は，透
析膜（ダイヤライザー）につき，1 社から出ている種
類である．当地域には 10 社がかかわっている．当然，
各メーカーで実質同等の製品がでているが，その対応
関係の判断は普段血液透析を実施している専門家でな
いと不可能と感じた．万が一，透析物資の調達が各病
院で困難になり，国や県をはじめとする関連援助団体
に支援の依頼をしようとするさいにも，この物資の多
様性が，大きな障害になる可能性があると感じた．支
援する側も，支援される側も，具体的な型番，および
代用できる物の型番を提示されたほうが，遙かにスム

図 4　日本透析医会災害情報ネットワークを使った情報収集

以下の内容で登録を行いました．ご登録，ありがとうございました．

■都道府県名 福島県会津

■施設名 テスト病院

■登録担当者 田上隆

■透析の可否 透析可

■被災の有無 被災無し

■被災状況

■主な不足物品

■透析要請 2011 年 03 月 19 日 5 人
2011 年 03 月 20 日 6 人
2011 年 03 月 21 日 7 人

■患者移動手段

■透析室貸出可能 20 床

■透析受入可能 2011 年 03 月 19 日 15 人
2011 年 03 月 20 日 14 人
2011 年 03 月 21 日 13 人

■ボランティア派遣可能 医師：1 人
臨床工学技士：1 人
看護師：1 人

■その他不足物品や連絡事項等 ■福島県会津管轄災害本部立ち上げのためのテスト入力です　■現時点
の在庫残数　ダイアライザー　1000 本 100 人，10 日分　血液回路　
150 個 50 人，3 日分　透析液（種類）　粉末剤　4400 人　1000 日分

具体的に実際的に
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図 5　ニプロから出されているダイアライザーの種類

ダイアライザ　1/4

メーカ 型　式 材　質 面　積 メーカ 型　式 材　質 面　積

ニ
プ
ロ

FB-110FH

CTA

1.1

ニ
プ
ロ

FB-50E

CTA

0.5

FB-150FH 1.5 FB-70E 0.7

FB-190FH 1.9 FB-90E 0.9

FB-210FH 2.1 FB-110E 1.1

FB-130E 1.3

FB-50Ub

CTA

0.5 FB-150E 1.5

FB-70Ub 0.7 FB-170E 1.7

FB-90Ub 0.9 FB-190E 1.9

FB-110Ub 1.1 FB-210E 2.1

FB-130Ub 1.3

FB-150Ub 1.5 FB-50G

CTA

0.5

FB-170Ub 1.7 FB-70G 0.7

FB-190Ub 1.9 FB-90G 0.9

FB-210Ub 2.1 FB-110G 1.1

FB-250Ub 2.5 FB-130G 1.3

FB-150G 1.5

FB-50Pb

CTA

0.5 FB-170G 1.7

FB-70Pb 0.7 FB-190G 1.9

FB-90Pb 0.9 FB-210G 2.1

FB-110Pb 1.1

FB-130Pb 1.3 FB-50EG

CTA

0.5

FB-150Pb 1.5 FB-70EG 0.7

FB-170Pb 1.7 FB-90EG 0.9

FB-190Pb 1.9 FB-110EG 1.1

FB-210Pb 2.1 FB-130EG 1.3

FB-250Pb 2.5 FB-150EG 1.5

FB-170EG 1.7

FB-50UHb

CTA

0.5 FB-190EG 1.9

FB-70UHb 0.7 FB-210EG 2.1

FB-90UHb 0.9

FB-110UHb 1.1 PES-09Sa

PES

0.9

FB-130UHb 1.3 PES-11Sa 1.1

FB-150UHb 1.5 PES-13Sa 1.3

FB-170UHb 1.7 PES-15Sa 1.5

FB-190UHb 1.9 PES-17Sa 1.7

FB-210UHb 2.1 PES-19Sa 1.9

FB-250UHb 2.5 PES-21Sa 2.1

PES-25Sa 2.5

FB-50F

CTA

0.5

FB-70F 0.7 PES-09SEa

PES

0.9

FB-90F 0.9 PES-11SEa 1.1

FB-110F 1.1 PES-13SEa 1.3

FB-130F 1.3 PES-15SEa 1.5

FB-150F 1.5 PES-17SEa 1.7

FB-170F 1.7 PES-19SEa 1.9

FB-190F 1.9 PES-21SEa 2.1

FB-210F 2.1 PES-25SEa 2.5

FB-250F 2.5

PES-09Ea

PES

0.9

FB-50U

CTA

0.5 PES-11Ea 1.1

FB-70U 0.7 PES-13Ea 1.3

FB-90U 0.9 PES-15Ea 1.5

FB-110U 1.1 PES-17Ea 1.7

FB-130U 1.3 PES-19Ea 1.9

FB-150U 1.5 PES-21Ea 2.1

FB-170U 1.7 PES-25Ea 2.5

FB-190U 1.9

FB-210U 2.1 PES-09Ga

PES

0.9

FB-250U 2.5 PES-11Ga 1.1

PES-13Ga 1.3

FB-50P

CTA

0.5 PES-15Ga 1.5

FB-70P 0.7 PES-17Ga 1.7

FB-90P 0.9 PES-19Ga 1.9

FB-110P 1.1 PES-21Ga 2.1

FB-130P 1.3 PES-25Ga 2.5

FB-150P 1.5

FB-170P 1.7 PES-15Da

PES

1.5

FB-190P 1.9 PES-17Da 1.7

FB-210P 2.1 PES-19Da 1.9

PES-21Da 2.1

PES-25Da 2.5
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ーズに行いやすいと考えた．そのため，当本部であら
かじめ各病院で使用している医療物品を調査し（図
3），そのリストをエクセルで作成した．緊急のさいは，
各病院が必要物資をそのエクセルシートにチェックを
して，当本部でまとめて，支援団体に情報を提供しよ
うと考えていた．このリスト作成作業は，著者には不
可能であった．透析物品の知識がない人（行政や援助
団体の事務職の人を想定）がみてもわかりやすいよう
に，各社の対応表も含め，透析専門の看護師と技士が
2 日でまとめてくれた．

8　その後の経過

ネットワーク設立から 1 週間（14 日目）以内には，
4 であげた問題点がほぼ解決できた．そして，ほぼす
べての病院で，透析時間の短縮や回数の制限が無くな
った．それにより，看護師と臨床工学技士は業務終了
となり，以後は著者 1 人で対応した．そして，3 月 28

日（17 日目）からは，当ネットワークはインターネ
ットでの対応とし，著者は市の災害対策本部を離れ，
救命救急センターの通常業務に復帰した．その頃のニ
ーズは，「現在，他の地域で透析をしているが，会津
地域へ行きたいため病院を紹介してほしい」というも
のがほとんどであり，緊急性はそれほど無かったため
である．患者からの問い合わせに対し，著者個人の
PHS にメールで転送され，通常業務の合間に折り返
し連絡を行い調整した．各病院は今まで同様，現状を
日本透析医会のホームページに情報を更新してもらい，
それを元に調整した．

透析患者にとって，週 3 回透析を行うことは医療行
為ではあるが，衣食住と同様の生活の一部でもあり，
他の行政サポートと共に考慮することが最善と考えた．
行政サービスは，「市」が対応できることよりも，

「県」がサポートできる事項が圧倒的に多い．また，
当ネットワークは，会津若松市以外の病院も含んでい
た．これらを考慮して，保健所および保健所長と検討
を行い，4 月末（約 6 週間後）からは，このネットワ
ークの本部業務は，保健所の生活衛生部医療薬事課に
移管した．

9　結　果

各施設と透析患者に，後日行ったアンケート調査を
元に，今回のネットワークの結果につき記載する．

①　避難者も含め，当地域で透析を適切に受けられ
なかった患者は，知るうる限りいなかった．

②　会津地域全体で，112 名の被災透析患者を受け
いれた．

③　会津地域のすべての透析可能病院で被災者を受
け入れた（最小 3 名から最大 29 名）．

④　透析方法（透析時間や回数の制限）の改善時期
は，本部が立ち上がった 2～4 日後であった施設
が多かった．これは，物資の目処がついたころと
重なる．

⑤　「今後の大災害時において同様のネットワーク
は必要と思われるか？」のアンケートの問いに対
し，全施設「必要」と回答した．

10　考　察

災害緊急時のネットワークとして，迅速な現場主導
での情報の集約・共有と指示系統の一元化，長期的に
は行政によるサポート体制が必須であると考えられた．

10-1　迅速かつ柔軟なネットワーク作りの必要性

当地域は 1 で述べたとおり，事前調査によると
60～70 名の追加透析患者の受け入れ能力しか無かっ
た地域である．今回の震災で，1 病院の被災に加え，
短時間に 110 名を超える被災した透析患者の多くが情
報もなく来院し，現場は一時混乱した．透析患者は災
害弱者に相当すると考えられる2, 3）．血液透析は，医
療施設，専門スタッフ，電気，水道，透析物資のどれ
か一つでも不足すると施行できず，時間的猶予はあま
りない．残念ながら当初，行政は言うまでもなく，病
院で働く多くの医療関係者（透析室以外）でさえも，
そのことの理解を得ることは容易ではなかった．著者
は，このギャップこそが，preventable disaster death

につながってしまう可能性を懸念した．
事前にこのようなネットワークを作成しておくこと

も重要ではあり，当地域にも存在した（図 1）．ただ，
このような社会的問題も含む複雑な問題を想定したも
のでは無かった．おそらく，今後起こりえる災害にお
いても，今回のものも含め既存のものにとらわれず，
その時に必要なことを見極め，柔軟な対応が必須と思
われる．
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10-2　情報の集約と共有

災害時は言うまでもなく，情報は非常に重要である．
ただ，著者の同僚の福島 DMAT からの報告を聞く限
り，組織内外で情報の伝達や共有がスムーズに行えた
とは言いがたい．他の地域でも別の組織同士の横のつ
ながりおよび情報の共有が，今回の震災でできていた
と考えにくい1）．会津地域にも，県や市，病院や企業
等の災害対策本部が別々に縦割りで独立して存在して
いた．精一杯活動をしていたと考えるが，少なくとも
医療機関との連携や情報の共有は，まったくなされて
いなかった．本災害ネットワークを通して，行政と病
院，企業との連携が可能となった．皆，各々の立場で，
同じ目標に向かい努力をしていたので，一度連携をし
てしまえば，結果は自ずと良い方向に行くのではない
かと強く感じた．

情報の質も重要である．得られた情報は，分析され，
具体的にわかりやすく提供されて初めて意味を持ち，
実際に根拠のある行動につながる．今回は，7-2 の（4）
で行った対策は幸運にも実際に使用されることが無か
った．しかし，万が一，透析物資の支援を依頼する時
に，透析業務にかかわったことのない人がみてもわか
るような支援の依頼をしなくては，支援する側も受け
る側も，迅速かつ効率的に行えない．日本透析医会の
災害情報ネットワークのホームページを利用すること
で，これが可能となった．我々は，規定の記入項目に
加え，さらに具体的な情報の入力を各病院にお願いし
た．

今回，実際に情報の提供が効果的であったことが二
つあった．物資の確保を目的に，透析物資の卸業者へ，
分析した各病院の情報を提供した．その後，業者がそ
の情報を元に，効率的に通常業務に近い形態で病院に
物資を届けてくれた．もう一つは，各病院間での患者
数の調整である．これも，各病院の状況を客観的に分
析して，メーリングリストで流した．本部からのメッ
セージと汲んでくれたのか，病院間で通常業務に近い
形態で転院業務が行われた．

会津地域の透析ネットワークが立ち上った翌日に，
共著者（中山）から連絡があった．その後，共著者が
統括する福島県立医科大学第 3 内科が中心となり，同
様のネットワークが他地域にも立ち上がった4）．地域
毎に，状況に合わせ独自に創意工夫がされているネッ
トワークであった4）．それ以後は，福島県内の別地域

のネットワーク同士が，本部を中心に縦と横につなが
り，さらに情報の共有も効率的に行われた．

10-3　指示系統の一元化

災害時の透析コーディネーターの有用性は，以前か
ら指摘されている5）．今回の震災でも，他県ではコー
ディネーターが責任をもって指示し，地域を統括し大
規模患者搬送が行われた1）．

今回，我々は，幸にも「指示」することは無かった．
本部は，実際のところ患者の診療には直接かかわって
おらず，その責任をとれるわけではなかった．そして，
著者と各病院の責任者は震災以前にはまったく面識も
なく，このネットワークの立ち上げにさいしても，電
話とメールで連絡をし，話をしたのみであった．その
ような普段透析にかかわっていない救急医が，「指
示」を行うことは容易ではないと判断した．ただ，各
病院とも非常に協力的であり，スムーズに仕事ができ
た．我々が心がけたことは，あらゆる方面からしっか
り情報をつかみ，分析し，誰が指示者であっても，同
じ結論を出すであろうと考えられるような，客観的で
有用な情報を各施設に提供することであった．実際現
場は忙しく，多くの情報を自ら集め，それらすべてに
目を通して検討することは災害時には特に不可能であ
る．日がたつにつれ，実際に様々な団体から重複する
情報が，大量に送られてきた．これらの情報をなるべ
く主観を入れないように精査・分析・提供する作業を
我々が担当した．

ただし，さらなる不測の事態が生じてしまった場合
は，各施設の了解を得たうえで「指示」するつもりで
いた．たとえば，今回宮城県が行ったような，透析患
者の広域搬送等が必要になった場合である1, 4）．その
ためにも，行政にあらかじめ本部があったほうが，迅
速に効率的に行動ができるとも考えていた．

10-4　行政によるサポート体制の重要性

会津透析ネットワークは，会津若松市長と会津保健
所長の英断により運営が可能となった．立ち上げは，
救急医・臨床工学技士・看護師がそれぞれの専門知識
と人脈を総動員した形で迅速に行えた．会津若松市に
は，場所とほぼすべての必要物品や機材の提供をうけ
た．また，災害対策本部からは，事務業務に不慣れな
著者らを全面的にサポートしてもらった．その後，最
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終的に保健所の生活衛生部医療薬事課が引き継いでく
れた．

アンケート調査によると，透析患者にとっても，公
的な行政の後ろ盾のあるネットワークであったため，
信頼感があったようである．知る限りではあるが，こ
のネットワークでのトラブルケースの報告は無かった．

11　今後の課題

この後起こりえる不測の災害に対して，福島全県的
での取り組みを開始した4）．2011 年 4 月 20 日には，
共著者が中心となり，各地域の透析ネットワークの代
表が集まり今後のネットワークのあり方に関して協議
を行った．その後，災害に強い透析医療システムを構
築するための「ワーキンググループ」が発足した（図

6）．今後，ワーキンググループでの検討を重ね，整
備していく予定となっている．

最後に

災害時には，官・民・病院・職種の枠を超えて，効
率的で柔軟なネットワーク体制の早急な立ち上げと運
営が必須である．ネットワークにとって，やるべき優
先順位が時期や状況により変化する．場合により，救

急・災害医療におけるトリアージの考え方も必要とな
ることもある．各々の社会的な立場・役割を理解し，
協力，得意分野を引き出し実行すること，それが最終
的な目的である「透析患者の安全」の確保に還元され
ると感じた．
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要　旨

福島県内の透析医療は，今回の東日本大震災と，引
き続き起きた福島原子力発電所の大事故により大きな
混乱が生じた．その中で，福島県の県中県南地域は被
災施設と支援施設が混在し，きわめて混乱した状況を
呈していた．本稿では，県中県南地域のほぼ全施設に
おける震災後の透析治療の状況を調査したアンケート
結果について報告し，その結果に基づいて今後の災害
透析医療の問題点についても考察する．

緒　言

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東日本
大地震と巨大な津波，さらに引き続き起こった福島第
一原子力発電所のメルトダウンに伴う多量の放射性物
質の漏出は，福島県内の透析施設に甚大な被害をもた
らした．

幸い，県西部（会津地方）では地震の被害は軽微で，
また被災患者が殺到することもほとんどなく，大きな
混乱は起きていなかった．一方，沿岸部（浜通り地
方）では，震災と津波による施設の損壊で二つの透析
施設が機能を停止したばかりか，3 月 11 日の原発事
故発生後，夜間に発令された国による避難命令，さら
に，震災翌日に起きた 1 号機水素爆発後の情報の混乱
に起因するパニック，およびライフラインの喪失で，
浜通り地方のすべての透析施設で透析治療が不可能と
なり，その結果，浜通りの透析患者全員が他の地域へ

の避難を余儀なくされた．当院が位置する県中央部
（中通り地方）では，地震による施設の被害やライフ
ライン，物資流通の途絶により一時的に透析治療を中
止せざるをえなかった被災施設と，被害を免れ周辺の
施設や浜通りから避難してきた被災透析患者を受け入
れた支援施設が混在していた．また，時間の経過で被
災施設から支援施設に変わるところもあり，一時的に
極度の混乱状態に陥っていた．

本論文の執筆時（2011 年 9 月）現在，県内の透析
医療体制は概ね回復しつつあるが，避難準備区域であ
る南相馬市では医療そのものが崩壊の危機にあるため，
現在でも元の居住地には戻れない患者が多くおり，見
知らぬ土地での生活と透析治療を懸命に続けているの
が実情である．

震災約 2 カ月目に，震災後に中通りの県中県南地域
に構築したネットワーク 24 透析施設に対してアンケ
ートを行った．本稿では，この震災直後から 10 日間
の施設の稼働状況や患者の動向等に関するアンケート
調査を分析し，震災後の福島県の透析医療に何が起こ
ったのか，そしてこれから起こりえる大災害において
何を備えればよいのかを考察したい．

1　福島県の地域特性

未曾有の原発事故以来，福島県は “Fukushima” で
世界中の人々が地図の一点を思い浮かべられる有名な
県となってしまっている．しかし，東北の一地方県で
ある福島県の地域の特徴が明らかとならない限り，今

医療安全対策

東日本大震災における福島県の透析医療体制
――　支援施設と被災施設が混在した県中県南地域からの報告　――

橋本　樹　
総合南東北病院泌尿器科

key words：災害透析，原発事故，透析ネットワーク

Dialysis treatment after the East Japan Great Earthquake and the disaster of Fukushima daiichi nuclear plant　――　Report from Fukushima
Research Institute for Neuroscience, South Tohoku general hospital
Tatsuru  Hashimoto
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回の報告の意味するところをわかっていただくのは無
理ではないかと考えるため，はじめに福島県の地理的
な特徴を簡単に説明する．

福島県は南北約 100 km，東西約 150 km，面積は北
海道，岩手に続く全国第 3 位の広さを誇る．人口約
200 万人（残念ながら，他県への避難や転居により
2011 年 7 月時点で 200 万人を下回っている）である．
宮城，山形，新潟，群馬，栃木，茨城各県と境を接し，
東は太平洋を望む．南北に走る二つの山系（阿武隈山
地と奥羽山脈）で浜通り，中通り，会津の 3 地域に分
かれ（図 1），各地域の気候はまったく異なり，さら
に歴史や文化も異なるところが多い．各地方の主な市

は，浜通りの相馬市（人口約 4 万人）・南相馬市（同
約 7 万人）・いわき市（同約 35 万人），中通りでは県
庁所在地の福島市（同約 30 万人）・郡山市（同約 34

万人）・須賀川市（同約 8 万人）・白河市（同約 6 万 5

千人）など，会津では会津若松市（同約 13 万人）・喜
多方市（同約 5 万 4 千人）である（図 2）．

中通りを縦断する東北自動車道・浜通り中部まで伸
びた常磐自動車道・福島県を横断する磐越自動車道な
どの高速道路や東北新幹線などの高速交通網は整備さ
れており，沿線地域間の移動は容易である．しかし，
浜通りでは常磐道常磐富岡 IC 以北は国道 6 号線であ
り，現在の警戒・避難区域を含む相双地区（新地町，
相馬市，南相馬市や浪江・大熊・双葉・富岡町などの
原発立地地域）からいわきへのアクセスはあまり良い
とは言えない．さらに，相双地区から中通りへの移動
は，阿武隈山系越えの狭い国道や県道が相馬―福島，
南相馬―福島，浪江―福島，双葉―郡山等の間を結んで
いるが，交通アクセスはきわめて悪い．会津と郡山を
磐越自動車道と国道 49 号線が繋げるが，会津若松市
周辺約 20 km 圏外は山岳地域でかつ豪雪地帯もあり，
会津地域内のアクセスは悪いといえる．

各地域の医療圏と，各々の透析施設数，透析ベッド図 1　福島県を分ける 3 地域

図 2　地域別人口
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数を表 1 に，また施設の所在を図 3 に示す．県全体で
の透析施設総数は 73 施設，総ベッド数は約 2,000 床
余りとなっている（日本透析医会福島県支部の資料に
よる）．今回，被災を受けたのは主に沿岸部の浜通り
地域である．相双地区はまさに津波と原発の被害を直
接受けたところで，津波の被害と引き続いた避難命令
により，南相馬市以南にある 4 施設は震災後病院機能
を失った．いわき地区の透析患者数は 1,000 人余りと
推計され，震災後そのほとんどは避難を余儀なくされ
た．中通りは県北の福島と県中の郡山を中心に施設が
集中している．また，会津は地図には示さないが，会
津若松市内にほとんどの施設が集中している．

以上が，福島県における地理的な特徴と透析施設の
現況である．原発事故後，多くの住民が，移動がなか
なか容易ではないルートで相双地区から中通り地方，
あるいは県外に避難したことがおわかりいただけたと

思う．

2　安達県中県南透析ネットワーク立ち上げの経緯

日本透析医会福島支部は，以前から日本透析医会の
災害対策会議などに担当者が参加し，災害時の対応な
どについて支部内のワーキンググループを中心に検討
していたところであった．しかし県内全施設のコンセ
ンサスを得る前の震災で，災害時の連絡方法を含めて，
福島県全体の災害時透析治療について確立したマニュ
アルなどは残念ながら存在していなかった．震災直後，
通常の電話やファックスが途絶えた状況では，近隣の
病院で何が起きているかさえ十分に把握するのが困難
な状況であった．さらに，日本透析医会災害情報ネッ
トワークについては，利用状況に施設間格差があり，
up-date な情報が掲載されていなかった．

そんな中，福島県の災害対策本部救護班内には透析
医療が大変であるという認識があり，透析施設の稼働
状況，物資の充足度，患者の移動などの情報をもとに，
支援体制を確立するつもりであったようである．その
ため福島県立医大第 3 内科が，透析医療に関する現状
把握や情報伝達などを取り纏める協力機関となるよう
依頼され，同講座の医師数名が，病院業務と並行し連
日各施設の状況把握を行っていた．しかし，全 73 施
設の状況を連日 up-date に把握することは非常に困難
であり，一定の地域内での情報伝達発信共有の整備が
喫急の課題であった．

一方，我々の施設が位置する県中地域で起きていた
相当数の被災透析患者の臨時透析受け入れは，被災施
設と支援施設の懸命な努力により大きなトラブルはな
く行われていたが，高速道路の交通規制により流通ル
ートが途切れたため，透析物資の枯渇が強く懸念され
ていた．また，患者の中には避難場所の変更を強いら
れたり，自主的な避難場所の変更を行うなど，想定を

表 1　県内の地域別透析施設・ベッド数

医療圏 施設数 透析ベッド数

浜通り 相双（相馬～富岡）   6 142
いわき 11 483

中通り 県北（福島～二本松） 20 369
県中（郡山周辺） 20 537
県南（白河周辺）   6 142

会　津 10 280

県全体 73 1,953

図 3　浜通り・中通りの透析施設所在地
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超える患者の移動が発生していた．しかし，物資の状
況や患者移動時の情報伝達を統括する機関はなく，各
施設で震災 2 日目頃には回復した固定電話を用いて，
物資の確保を行ったり，近隣施設の状況を確認し合っ
たりしていた．

そのような状況の中，患者の動向や施設の状況など
の情報の伝達・共有と，現況の発信を地域医療圏内で
行い，それを大学病院が統括し，さらに災害対策本部
まで情報を共有するシステムの構築が必要であるとい
う認識が，福島医大第 3 内科の担当医や，周辺の数施
設の透析医とも一致した．これにより，郡山周辺およ
び県南地域の 24 施設をピックアップし，当院を事務
局とした地域ネットワークを，震災後約 1 週間の
2011 年 3 月 18 日に立ち上げた．各施設の規模や所在
地などを表 2 に示す．

ネットワークの活動の主な目的は，以下の三つであ
った．

①　各施設の透析医療の稼働状況，患者数，不足物
資，臨時透析のキャパシティーなどの情報を連日
収集し，全施設に発信すること

②　災害対策本部にも同じ情報を同じ時間に伝達し，

物資の不足があれば可及的速やかに供給してもら
うこと

③　県災害対策本部からの情報を，当事務局が中継
施設として受け取り，各施設に速やかに伝達する
こと

結果として，ネットワークが立ち上がったころには
物資不足はほぼ解消されており，災害対策本部に物資
を要求する事態には至らなかったため，上記①と③が
本ネットワークの主たる活動内容であった．今回はネ
ットワークの活動についての報告は本題ではないため
ネットワークの活動についての詳細な報告は割愛する
が，各施設が多忙の中，情報提供に協力していただい
たおかげで，up-date な情報を発信できたと考えてい
る．

3　アンケート調査

3-1　背　景

震災 1 カ月を過ぎ，県中地区では概ね平常業務に戻
っていたところで，今回の震災で我々に何が起きたの
かを検証する必要があると考えた．施設ごとに総括す
る必要はあるが，他施設の状況をまとめ，震災直後に

表 2　ネットワーク参加施設

所在地 施　設　名 施設形態 透析ベッド数

二本松市 社会保険二本松病院 病院 27
本宮市 谷病院 病院 10
郡山市 寿泉堂クリニック 診療所 48
　〃 すずきクリニック 診療所 30
　〃 さかえ内科クリニック 診療所 20
　〃 宮田泌尿器科 診療所 10
　〃 めらクリニック 診療所 35
　〃 太田西ノ内病院 総合病院 51
　〃 総合南東北病院 総合病院 82
　〃 寿泉堂病院 総合病院 10
　〃 太田熱海病院 総合病院 15
　〃 あさかホスピタル 病院 11
　〃 朝日病院 病院 36
　〃 日東病院 病院 58
須賀川市 須賀川クリニック 診療所 30
　〃 公立岩瀬病院 病院 10
　〃 須賀川病院 病院 26
鏡石町 鏡石クリニック 診療所 20
田村市 大方病院 病院 20
小野町 公立小野町地方総合病院 総合病院 13
矢吹町 会田病院 病院 20
白河市 白河厚生病院 総合病院 32
　〃 白河病院 病院 44
塙　町 塙厚生病院 病院 26

合　　計 684
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我々は何に直面し，何をしたか，あるいは何ができな
かったかを総括するため，回答可能な量で，かつでき
る限り包括的な内容の調査となるようにアンケートを
作成し，ネットワーク内の全 24 施設に送付した．な
お，回答率は 100％ であった．

3-2　方　法

表 3 にアンケートの概略を示す．24 施設に郵送で
用紙を送付，回答は FAX または郵送とした．回答期
間は約 3 週間を設けたが，期日を強制するものではな
かった．実際のアンケート用紙は付録として末尾に掲
載する．

3-3　結　果

（1）　施設の損害
表 4 に示すように，24 施設中 17 施設（71％）の施

設で，何らかの損害を受けていた．なかでも断水は 15

施設，停電は 10 施設と，ライフラインが途絶したと
ころが半数以上あった．なお，参考として図表には示
さないが，既存施設の状況として，貯水タンクを有す
る施設は 20 施設，非常用電源を有している施設は 17

施設，何らかの形で無停電電源を有する施設は 6 施設
あった．また，RO 装置などは 15 施設で床に固定され，
蛇腹配管は 9 施設のみという状況であった

（2）　施設稼働状況
全施設の震災後 16 日間の稼働状況を図 4 に示す．

調査全期間にわたり中止せず継続できた施設が 14 施
設あった一方，1 施設が全期間で中止，震災直後から
中止したもののその後期間内に再開した施設が 8 施設，
原発事故後に病院を一時閉鎖したため震災数日後に中
止した施設が 1 施設であった．中止施設の中で再開後
に被災患者を受け入れた 4 施設を含め，24 施設中合
計 17 施設（71％）が被災患者を受け入れていた（図

5）．
多くの支援施設では，1 日のクール数を増やして，

被災患者を受け入れた．入院可能な施設では，必要が
ある患者は入院透析を行い，また，避難所が遠く通院
困難な患者に対しては，病院内の施設を本人のみなら
ず家族の滞在場所として提供した施設もあった．透析
物資の供給は流通ルートの寸断により一時ストップし，
在庫が少ない状況に陥ったが，ディーラーやメーカー
の協力，あるいは病院独自の調達ルートなどで物資の
枯渇に至った施設はなかった．

（3）　患者の動向
中通り地区では，図 4 で示した通り，施設によって

被害の状況は異なっていた．被災して透析の継続が不
可能となった施設では，患者を速やかに他施設に移動
させる必要に迫られていた．図 6 に，ネットワーク施
設における自施設患者の移動状況を示す．全体で 305

人の患者が他施設に紹介となり，その内 271 人（88.9

％）は，ネットワーク内の施設で支援透析を受けてい
た．不明の 3 人を除く残りの 31 人（10.2％）はネッ
トワーク外の施設に移り，31 人中 20 人が県外の施設
で支援透析を受けていた．

一方，ネットワーク施設で受け入れた支援透析患者
数を図 7 に示す．避難の状況によって支援透析施設を
複数回変更する事態が生じており，図 6 であげた人数
と図 7 に示した人数が著しく異なっている．すべての
患者の動向を確認することができなかったため，図 7

では各施設から回答のあった患者数を合計したものを
示した．すなわち，ネットワーク施設支援透析患者の

表 3　アンケートの概略

1. 施設設備関連
　①　施設の規模，環境，設備条件
　　　ベッド数・給水方法・機械の固定法・配管・ 
　　　非常電源など
　②　施設・透析室・設備の被災状況
　　　透析稼働状況（日別）：可・一部可・不可
　　　給水状況・電源・透析液関係・コンソール
　③　透析材料の充足状況：日別状況
　　　膜・回路・透析液・抗凝固剤・生食・穿刺針
2. 治療状況
　①　自院透析患者の動向
　②　震災発生時の離脱法や直後の対応
　③　震災後約 2 週間の透析患者数
　　　日別患者数（受け入れ患者数）
　④　受け入れ患者依頼元施設

表 4　施設の被害状況（概況）

被害内容 被害あり 被害なし 

透析室の損壊 10 14
上水道の断水 15   9
貯水タンクの損壊   6 18
透析液供給装置の損壊   7 17
停電 10 14
コンピューターの不具合   3 21
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図 4　震災後 16 日間の各施設稼働状況
×は稼働不可，△は一部稼働，○は通常稼働，○で網かけなしは支援透析を示す．

　   アルファベットは施設を表し，（　）内は病床数を表す．

施設（病床数） 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26
Ａ（10） × × × × × × × × × × × × × × ×
Ｂ（30） × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｃ（51） × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △
Ｄ（20） × × × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｅ（11） × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｆ（48） × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｇ（30） × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｈ（36） × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｘ（58） × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
Ｗ（13） ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ×
Ｉ（82） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｊ（20） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｋ（10） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｌ（20） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｍ（44） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｎ（27） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｏ（20） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｐ（26） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｑ（10） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｒ（35） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｓ（10） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｔ（26） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｕ（32） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｖ（15） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 被災患者受け入れ ○ 自院患者のみ △ 一部稼働 × 稼働不可 予定なし

図 5　施設稼働状況のまとめ

完全中止　　　　　　　　1
一時中止　　　　　　　　8
　自院患者のみ　　　　　4
　被災患者受け入れ　　　4
後日中止　　　　　　　　1
（被災患者受け入れあり）
中止なし　　　　　　　 14
　自院患者のみ　　　　　2
　被災患者受け入れ　　 12

中止施設
10 施設

被災患者受入
17施設

図 6　被災施設における自施設患者の移動先
　被災施設における自施設患者の移動先をネットワーク内外に
分けて示す．

3人
1%

271人
89%

31人
10%

ネットワーク内　　　ネットワーク外　　　移動先不明

図 7　支援患者の元施設地域
　支援透析患者がもともと治療を受けていた施設の地域を浜通
りとネットワーク内に分けて示す．

浜通り　　　ネットワーク内　　　その他

12人
1%

542人
73%

191人
26%
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合計は 745 人．その内，ネットワーク内患者は 542 人
（72.8％），浜通りからの避難透析患者は 191 人（25.6

％），その他の地区から移動してきた患者は 12 人（1.6

％）であった．図 8 に，各支援透析施設における患者
数を示す．浜通りからの避難患者が多い施設，あるい
は浜通りとネットワーク内いずれの患者も受け入れた
施設など，状況は様々ではあったが，各施設が可能な
限り被災患者を受け入れていた状況が見て取れた．

（4）　各施設の取り組み方
この項については，personal communication による

情報を含んでいることをお断りしておく．
支援施設では，通常の透析治療で発生する患者の増

加とは比較できない急激な患者増に対応する必要があ
った．今回のアンケートでは，日ごとのクール数と患
者数も調査し回答を得ているが，個々の施設での詳し
い稼働状況は，数字としてまとめることが難しかった
ため図表には示さなかった．

回答を見ると，日によっては 1 日のクールを増やし
たところ（2 クール→ 3 クール，あるいは 4 クールな
ど）や，日曜日も休まず支援透析を行ったり，平常週
3 回のみ行っている施設では他の曜日を支援透析に充
てるなど，各施設で懸命に避難患者の透析治療継続に
当たっていた実態が明らかとなった．さらに，被災施
設の中には，支援透析を受けるさいに，患者に 3 回分
程度の透析膜と透析回路を持参させたり，多人数の支

援を受けるさいには患者と共にスタッフも赴き，支援
施設の負担を少しでも軽減させようと図ったところも
あった．幸い物資がまったく枯渇し透析不能の事態に
陥った施設はなく，持参した膜や回路は返却したとこ
ろもあったようである．

また，支援透析施設におけるスタッフの問題は重要
であった．透析治療は専門性が高く，一般病棟勤務の
看護師や循環器系の臨床工学技士がすぐにスタッフと
同じ業務をこなすことは困難である．しかし，総合病
院などでは，透析室以外の部署からの臨時の応援をお
願いしていた．因みに当院では，検診部門や内視鏡セ
ンターなどから看護師の応援を得ることができた．応
援看護師は主に透析中のバイタルチェックなどを担当
し，異常があればスタッフに伝えるようにしていた．
また，病院全体で浜通りや郡山市内の被災施設から多
くの入院患者を引き受けていたことや，断水と施設の
部分的な損壊などがあり，定時手術や心臓カテーテル
検査は 1 週間程度すべて中止としていた．したがって
透析以外の技士には若干の時間的余裕があったため，
いち早くプライミングや回収介助などを習得させ，即
戦力として積極的に透析業務に携わってもらった．ま
た，前述のごとく，被災施設の協力でスタッフが丸ご
と支援施設の応援に当たった事例も聞いている．一方，
個人クリニックでは自前の人的余裕はなく，限られた
人員で体力の限界近くまで支援透析を行っており，ス
タッフの問題は施設間格差が大きかったと思われる．

図 8　施設別支援患者数
　支援施設における支援患者数を，元施設別にネットワーク内と浜通りに分けて示す．横
軸の P, K, U, …は施設名．
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4　考　察

本論文では，はじめに福島県の地域特性を紹介し，
次いで，他施設（24 施設）に対し行った震災直後 16

日間の透析治療の稼働状況のアンケートの中から，大
まかな施設の損害と，避難状況，支援状況を中心に分
析報告した．

冒頭にも述べたが，今回調査を行った 24 施設は，
施設に大きな損害を被った被災施設と，施設に損害が
なく支援透析が可能であった施設，そして，時間の経
過とともに被災施設から支援施設に変わった施設が混
在していた．さらに，支援施設では，ネットワーク内
の被災患者の支援のみならず，浜通りからの避難被災
患者を数多く受け入れており，全体の状況はきわめて
混乱していたといえよう．このような事態にもかかわ
らず，患者の生命にかかわる重大な事態は報告されて
いない．直後の混乱状態においても，限られた人員と
物資の中，災害弱者である透析患者の命を何とか救お
うという個々の施設の懸命な自助努力と必死な互助努
力が，このような結果を生みだしたと思われる．

しかし，近い将来起こりえる大災害に対して，自
助・互助努力では到底克服できない問題が浮き彫りに
なった（表 5）．問題は多岐にわたり，多くの関係者
がかかわっていく必要があると実感している．透析治
療にかかわるすべての職域団体と行政機関，民間企業
が協力して包括的な災害対策を平時に構築し，常にシ

ミュレーションしておくことが不可欠であると思われ
る．

施設の設備については，コストのかかる問題ではあ
るが，建物の耐震化や，機械の固定法，配管など以前
から指摘されている部分の改善を図り，可能な限り災
害に強い構造とすることが必要であろう．都市機能と
してのインフラ（水道，電気，交通）の問題は，行政
機関との密接な協力が必要である．また，透析物資の
供給は製造メーカー，ディーラー，流通機関など民間
企業との連携を要する．この 2 点はまさに透析治療を
支える重要な基盤であり，災害対策の中心といえる．

今回の震災では，我々が必要とする支援の要請が，
なかなか行政側に円滑に伝わらなかったというのが実
感である．透析治療に関する災害対策は広範囲にわた
る問題が多いため，災害時には透析治療に特化し，そ
れを統括する組織を災害対策本部内に設置する必要が
あると思われる．そのため，平時には透析治療を認識
理解している人材を常に行政組織内に確保してもらい，
定期的に我々との人間関係を築くことや，県が策定す
る防災計画の大きな項目として，災害時透析治療対策
を我々透析従事者と行政職員，関連する民間企業が共
同で作り上げることが必要であろう．

透析の質制御についての詳細な調査は行わなかった
ため，今回の報告では支援透析の質がどこまで保たれ
ていたか検討しなかった．ただし，支援施設の受け入
れ態勢の理由から，一定程度の時間短縮透析や，間引
き透析など若干の質低下が危惧される状況はあったか
に聞いている．

さらに，被災患者の診療情報が不足していたことも
問題であった．被災施設側に余裕があり，個々の患者
に診療情報を持たせることができれば問題はなかった
が，比較的多くの患者が，透析条件や処方などの正確
な情報なしに来院し，手探りの中で支援透析を開始せ
ざるをえない状況であった．処方は，現在ほとんどの
薬局で薬剤情報を発行しているため，ある程度確認で
きたと思われる．透析条件については，1 回ごとに透
析記録を患者に持ち帰らせることや，定期的に透析条
件の記録を渡し，いつでもどこでも安定的な透析治療
を受けられるように，その情報を常に持ち歩くように
指導するのも 1 つの方法である．診療情報が電子化さ
れている状況下であれば，なんらかのシステムを使用
することで，近い将来，専用の情報端末から診療情報

表 5　災害時の問題点

1. 施設の問題
　　建物
　　透析機器
　　電源
　　配管
2. インフラの問題
　　電気
　　水道
　　交通機関
　　透析物資の供給
3. 行政の問題
　　災害時統括機関の役割
　　透析治療の特殊性に対する認知度
4. 透析の質制御
　　災害時透析の質の担保
5. 透析情報の問題
　　施設の稼働状況・支援要請
　　施設の協力体制・支援能力
　　患者の診療情報
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を入手できるネットワークの構築が実現するかもしれ
ない．

さらに，情報の発信は災害対策のもう一つの中心で
あると考える．すなわち，対策の基盤があっても，支
援先や必要な支援内容などの情報が円滑に発信伝達で
きなければ有効な災害対策とはならない．災害時の情
報は，施設間のみならず，施設と患者間，施設と行政
間など透析に携わるすべての職種，機関相互に伝達共
有されるべきものであり，そのために必要な通信手段，
伝達発信経路などを平時に準備しておく必要がある．
また，伝達発信を共有する情報の内容も吟味する必要
がある．必要十分な情報が，早く正確に伝わることに
より，必要な支援が的確迅速に遂行されるはずである．
そのためのツールが日本透析医会災害情報ネットワー
クである．本ネットワークは必要な情報が十分に網羅
され，また被災施設の状況ばかりでなく，支援可能な
施設のキャパシティーも判断できるきわめて質の高い
ネットワークである．

今回の震災後，被災地からの支援要請や全国各地か
らの支援供与など，様々な情報がネットワークでやり
取りされていた．しかし，福島県内の透析施設からの
情報発信が不十分で，その結果，日本透析医会災害情
報ネットワークからの人的・物的支援が有効に活用さ
れなかったとの指摘がある．災害情報ネットワークの
存在を認識していなかった施設はないと思われるが，
県内全施設が震災後にネットワークをどのように認識
し利用したのか，今後の検証が必要であると思われる．
ただ，インターネットに接続可能という前提で災害情
報ネットワークが存在するという事実は，さまざまな
理由でインターネット環境から分断されうる被災地か

らの直接の情報発信の weak point になりえる可能性は
あると思われる．

災害時における透析治療については，以前より日本
透析医会福島支部が，医師や技士数名によるワーキン
ググループをたちあげ，県内での災害情報ネットワー
ク構築に向けて検討していた．しかし，準備作業の段
階で大震災が発生したため，震災後の初期対応の遅れ
や情報の混乱が生じたと考える．現在，日本透析医会
福島支部と福島腎不全研究会共同による，震災対策拡
大ワーキンググループを立ち上げ，震災に強い透析医
療を整備すべく震災総合対策基本スキームを策定中で
あり，年内には一定の結論を公表する予定である．

結　語

本稿では，福島県の中通り県中県南において東日本
大震災後の透析治療がどのように行われていたかを，
アンケート結果の分析をもとに報告した．

いつ起こるか予測できない大災害に対して我々が今
やらなければならないことは，被災地に限らず日本全
国において，改善・改定され，後世にわたり永続性を
保ちえる透析医療の震災対策を可及的速やかに策定す
ることであろう．この点を強調して本稿を終える．

最後に，東日本大震災でお亡くなりになられた方々
のご冥福を心からお祈りするとともに，今なお避難生
活を強いられている被災者の方々が一日も早く日常生
活を取り戻されることをお祈りいたします．また，義
捐金をはじめとした全国の方々からの温かいご支援に
心から感謝いたします．

なお，本論文の要旨は，第 84 回福島腎不全研究会
で発表した．
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要　旨

東日本大震災後，東北地方では多くの透析施設が被
害を受けた．山形県は地震の被害が軽微であり，震災
直後から透析医療の支援活動を行った．3 月 11 日の
地震発生後から 20 日までの間に，隣県から 153 名（入
院 71 名，外来 82 名）の透析患者を県内の透析施設に
受け入れた．広域災害時の対策として，被災地の視点，
支援地としての視点の両面から準備をしておくことが
必要である．

1　はじめに

2011 年 3 月 11 日，東日本をマグニチュード 9.0 の
大地震が襲った．沿岸部では地震に続く大津波により
壊滅的被害を受けた．地震直後から広域な停電，断水
がおこり，さらに福島県では原子力発電所事故が起き
た．その後，被災地ではライフライン，交通が寸断さ
れ，食料や燃料の不足に苛まれたことは未だ記憶に新
しい．また，被災地の多くの透析施設がその影響を大
きく受けた1）．

山形県は東北地方の日本海側に位置しており，幸い
にも地震による直接的被害は最小限で済んだ．そのた
め，震災直後から山形県は被災地を支援する役割を担
うことになった．透析医療においても山形県は積極的
に支援活動を行った．今回の山形県の透析医療に関す
る支援活動，その経過中の問題点，今後の課題につい
て報告する．

2　山形県の状況

山形県は人口 120 万人ほどで，地理的・文化的に四
つの地域（村山，最上，庄内，置賜）に分類される．
その中でも村山地区は県庁所在地である山形市を含み，
4 地区の中で最も人口が多く透析施設数も多い．山形
市は仙台市と隣接し互いにアクセスが容易である．結
果的に，宮城県からの被災透析患者の多くは山形市で
収容することになった．

3 月 11 日の地震発生時，山形県各地での震度は図

1 に示す通りである．震度 4 から震度 5 弱と震度に違
いはあったが，地震そのものによる建造物の損害は軽
微であり透析施設の損壊も報告されなかった．しかし，
地震直後から山形県内では一部地域をのぞいて広域な
停電が発生した．停電は翌 12 日午前から復旧し始め，
22 時頃にはほぼ県内全域が復旧した．停電時には
FAX・メールといった連絡網が使えず施設間の連絡が
とれない状況であった．この間，山形県庁健康福祉部
地域医療対策課（以下，県庁）から，県内透析施設す
べての安否を確認してもらえた2）．地震直後，非常電
源を持つ施設では一部透析を継続したが多くの施設で
は透析を中止した．停電復旧までの間，一部施設で患
者を移動させて透析を補完した．しかし，ほとんどの
施設は 13 日から透析を再開することが可能となり，
11, 12 日に透析を延期した患者も 13 日には透析を完
了した．

医療安全対策

東日本大震災：山形県の報告

伊東　稔　
矢吹病院腎臓内科

key words：東日本大震災，透析医療，被災地，山形県，支援活動
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3　支援地としての活動

地震翌日の 12 日，当院は正午前に停電が復旧した．
午後になり宮城県南部の透析施設から直接当院へ救援
要請が入った．停電・断水のため透析が行えないため
に入院患者を移送させたいとのことであった．13 日，
県庁と山形県の他県患者受け入れの必要性について相
談し，山形腎不全研究会事務局（矢吹病院）を患者受
け入れの窓口とすることとした．14 日には透析患者
受け入れ相談窓口を設置し，山形県のホームページ，
テレビ，ラジオ，新聞などのメディアを用いて情報を
拡散した．また，山形腎不全研究会の各施設に患者受
け入れについて協力を要請した．実際の患者移動は
14 日から開始され，20 日までの 1 週間で入院透析 71

名（9 施設），外来 82 名（13 施設）の合計 153 名の透
析患者を受け入れた．

震災当初は被災施設から直接受け入れ要請があった
が，その後は各県のコーディネーターを介しての要請
で患者を受け入れた．主な内訳は以下の通りである．
14 日，岩沼市のクリニックから 25 名，南三陸で救助
された 3 名を 2 施設に入院で収容．15 日，石巻赤十
字病院に避難し透析を受けていた 17 名を 4 施設に入
院で収容，岩沼市のクリニックからの 62 名を通院透
析．18～19 日，いわき市内のクリニックからの 19 名，
東北大学に避難していた 4 名を 3 施設に入院収容．そ
の後も数名単位での移動，個人レベルでの外来受け入
れがあった．これらの患者は 3 月の下旬より帰宅が始
まり，8 月中旬には 3 名を残すのみとなった．

4　経過中の反省点

4-1　山形県の災害対策から

これまでも山形県では災害対策ネットワークを構築
する活動は行われていた．しかし，山形県では大きな
災害がなかったこと，各病院の担当スタッフの異動な
どの要因により，ネットワークそのものは充分な機能
を持っていなかった．災害時の連絡体制として FAX

やメールを用いることになっていたが，今回の広域な
停電によりパソコンも使用できず，既存のネットワー
クはまったく機能しなかった．県内だけでなく県外と
の連絡もできない状況であった．県内透析施設の状況
把握については，安定した連絡機能を持つ県庁が早期
に行ってくれた．災害時の連絡体制の整備は今後の大
きな課題である．

また，山形県は様々な物資を宮城県からの輸送に頼
っていたため，震災時にはガソリンや食料などの物資
が不足した．同時に透析関連の物資が不足する可能性
も出てきた．この件については透析関連メーカー，卸
業者の努力により物資の確保をすることができた．実
際に，県内の一部施設では物資節約のため透析液流量
を調整し，プライミング用生食を減量するなどの処置
がとられた．幸いこの処置による患者への影響はなか
った．今後は災害対策としてある程度の透析物資を備
蓄しておくことを検討する必要がある．

先に示したように，山形県では 10 日間で 150 名あ
まりの被災患者の透析を行った．この間，60 名あま
りの患者は被災地から通院という形になった．県内に
透析患者専用の避難所設置を訴え，多くの県庁職員，
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図 1　山形県における震度と被害
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医療関係者が努力してくれたが実現には至らなかった．
今後，透析医療における被災地支援という視点から，
こういった準備も必要とされるであろう．

4-2　支援地として

被災地の状況が明確にならない時期から患者受け入
れが開始された．あるクリニックからの受け入れ要請
は自治体庁舎の非常電話からであった．その後，各県
のコーディネーターが確立されてからはコーディネー
ター経由の受け入れ要請となった．震災直後は情報が
錯綜し非常に混乱したが，連絡体制ができてからは一
定の情報コントロールが可能になった．

石巻赤十字病院から 17 名の患者を受け入れたさい，
当初は一般の避難所に入所してもらい，そこから透析
施設へ通院してもらう手はずを考えていた．しかし実
際に山形県に到着したのは，多くの高齢患者を含む着
の身着のままの患者達であった．当時，雪の降る山形
市内の避難所に入れておけるような状況ではなく，直
ぐに入院先を手配することになった．日本の多くの透
析患者は高齢化しているという事実を認識していたは
ずであった．しかし，避難してくる患者達がある程度
ADL が保たれた患者であろうという勝手な思い込み
があったと反省している．透析患者が避難するという
場合には高齢者が避難してくるということを認識しな
ければならない．

また，避難してきた患者の多くは早い時期からの帰
宅を希望し，それを強く訴えていた．透析治療が電気
と多くの水を必要とする治療であるということ，被災
地の外で透析を行うことで被災地の負担を軽減できる
ことは，患者にはなかなか理解できないようであった．
災害時の透析治療のあり方については平時から患者と
共によく検討しておくことが必要であると感じた．

5　今後の課題とまとめ

東日本大震災の直後から被災地の透析医療は混乱し

た．透析医療は災害に対し非常に脆弱であり，日頃か
ら災害に対する準備が重要であることが改めて認識さ
れた．

今回，山形県は東日本大震災を通して多くの被災患
者を受け入れる支援を経験した．災害においては被災
地としての準備，支援地としての準備がともに重要で
あると感じた．被災地になりうる可能性は常にある．
被災地から透析患者を支援地へ移動してもらう場合に
は患者情報の管理，受け渡しが重要である．今回の津
波被害のように被災施設がすべてを失う可能性がある．
紙カルテや電子カルテサーバ以外に災害時に持ち出せ
るような患者情報リストを作成しておくことも今後の
課題である．セキュリティが保持されたクラウド環境
で情報が保持されることが理想的であろう．

また，支援地として活動する場合には病院，診療所
だけの活動では限界がある．自治体の支援を受けるほ
うが多くの情報を早く入手することができるし，また
社会資源を有効に利用できる．地域（都道府県レベ
ル）の災害対策ネットワークを組織するさいには，自
治体の担当者にもメンバーの一人として参加を依頼す
べきであろう．広域災害の場合，県単位間，地方単位
間での情報交換が非常に重要になる．今回の災害では，
経過の中で各県のコーディネーターが決まり，ネット
ワークが整理され情報交換がスムースになった．今後
もこのようなネットワークの維持，整備が望まれる．
なによりも平時からの準備が重要であることは言うま
でもない．
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要　旨

東日本大震災に当たって，新潟県は福島県浜通り地
方から透析患者 154 名の集団避難を受け入れた．患者
が到着するまでには紆余曲折があったが，到着後は円
滑に患者を管理しえた．各施設に中越地震/中越沖地
震のさいの経験の蓄積があったことも役立った．3 週
間にわたる滞在期間中，1 人の犠牲者を出すこともな
かった．グランドデザインの欠如，透析カードの徹底，
透析患者自身の自覚の必要，などの教訓や反省が得ら
れた．

はじめに

透析患者は定期的に透析を受けないと生命を維持す
ることができない．一方，透析医療は水や電気などの
インフラへの依存が高い．したがって，ライフライン
が破壊される大規模自然災害時には，透析患者は災害
自体による危機を乗り切った後にもなお大きな生命の
危険に曝され続けることになる．このために，透析患
者は速やかに被災地から遠隔地へと退避して，避難先
で透析治療を続けるという戦略が考慮される．東日本
大震災はこのような戦略が初めて実行に移されるケー
スとなった1, 2）．

1　経　過

3 月 11 日の震災直後は，新潟-長野県境で大規模な
余震による被害が出現したこともあり，新潟県はとり

あえず情報の収集に専念していた．事態が動いたのは，
県内施設の被害が軽微であると確認できた 3 月 14 日
になってからである．福島県浜通り地方の透析クリニ
ックから，個人的な伝手を頼って，新潟大学泌尿器科
の高橋公太教授の元に透析患者の集団避難受け入れが
打診された．この連絡を受けて現地との連絡を取った
ところ，浜通り地方では物資が不足しているだけでは
なく，電気も水もストップし，回復の見込みは立たな
いとのことであった．ただちに依頼患者を引き受ける
方針で根回しを開始した．

ただ，問題は打診された透析患者数であった．被災
地で踏ん張っていたこの施設では，この騒動の中で相
次いで閉鎖された浜通り地方の各透析施設の透析患者
を受け入れ続け，その数は 1,100～1,200 人にも膨れ上
がると見込まれていた．新潟県内の維持透析患者数は
約 4,000 人であり，各施設はこれらの透析患者に医療
サービスを提供することで精一杯である．そこに約
30％ の上積みを期待するのは困難ではないかと思わ
れた．

しかし，新潟県庁の姿勢はきわめて前向きであった．
避難患者の宿舎と交通は新潟県庁が斡旋し，経費は公
費で賄うという方針が即決された．

これと並行して，新潟県内各透析施設に受け入れ可
能な避難透析患者の最大数を確認した．各施設で許容
可能な最大数を合計しても 700 人どまりであり，1,100～
1,200 人という要請数には及ばなかった．もっとも，
透析施設が 700 人を受け入れるといっても，それだけ
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の宿泊施設を用意したり，何より宿泊施設から広い新
潟県内に散在する各透析施設にこの人数の患者を送迎
することはそれに輪をかけて困難と思われた．

3 月 16 日の午後になって，いわきから 400 人の透
析患者を送りたいとの連絡があった．透析施設のキャ
パシティーだけならばこの数をこなすことも可能であ
ったが，上記の理由から「もう少し減らせないか」と
リクエストし，最終的には翌 17 日未明になって 200

人の透析患者が送られてくる運びとなった．新潟県庁
はこれを受けて速やかに 200 人分の宿泊施設を確保し
た．

その夜が明けた 3 月 17 日午後 2 時ころ，寒風吹き
つける新潟県庁にバス 7 台を連ねて透析患者が到着し
た．これらの患者をトリアージして受け入れ先へ案内
するため，成田一衛教授率いる新潟大学第二内科腎グ
ループ医師団は現場に駆け付けた．

ところが，付き添ってきたスタッフに訊ねても誰が
何人乗ってきたのか正確な情報がわからない．現地で
はドタキャンあり，逆に飛び入りありで，出発ぎりぎ
りまで大混乱が続いていたとのことであった．

やむをえず，トリアージに先立ってまず誰が新潟に
到着したのかの正確なリスト作りを開始した．しかし
リスト作りの作業に手間取っていると患者を各施設に
送り届ける時間が遅くなってしまい，夜間透析の時間
が確保できない．多くの患者は透析不足の状態にあり，
当日中に夜間透析を受けることが好ましいと考えられ
たため，時間との戦いになった．そこで急遽，リスト
を作成したらそこから各施設への患者の割り当ては機
械的に行い，トリアージは送られた各透析施設に任せ
る方針とした．幸い，実際に到着していた人数は 154

人と当初の予想よりは少ない人数に留められていたの
で，割り当てる透析施設は新潟市周辺，および長岡市
内の計 11 施設に限定することができた．これによって
患者再移送の時間がセーブされたのみならず，その後
の宿舎から施設への通院手配も容易になった．さらに

「それぞれの施設ごとに割り振る患者数が少なくなる
と患者の不安感が強くなる」という教訓が中越地震/

中越沖地震の経験から得られており，これにも十分配
慮することができた．

こうして患者たちは慌ただしく各透析施設へと再搬
送されていった．急いだつもりではあったが，やはり
一部の施設には到着するのが遅れてしまったため，夜

間透析は深夜までかかってしまったと聞く．また，案
の定，具合の悪くなってしまった患者もいて，透析施
設主治医の判断で，その日のうちに 2 人が緊急入院扱
いとなった．いきなり初日からかなりの難題を押し付
けてしまったが，各施設の担当医たちは涼しい顔で仕
事を遂行してくれた．実に頼もしいプロフェッショナ
ルであると思った．

この大勢の避難患者たちを受け入れるにあたって，
震災経験のある長岡市内の施設の対応ぶりは特に出色
であった．やってきた患者全員にまずタグをつけ，そ
こに透析診療に必要な最低限のデータを書き込み，患
者の首からぶら下げる．この措置によって見知らぬ患
者でも最低限知っておかねばならない情報が診療スタ
ッフと共用され，医療事故を起こすリスクが低下する
と考えられた．このシステムもやはり過去の震災時に
培われたノウハウであると伺った．

当初は体育館に茣蓙を敷いた避難所に全員雑魚寝と
いう宿舎体制であったが，新潟県庁福祉保健部はほど
なくして新潟市内 2 カ所，長岡市内 1 カ所の，もう少
しばかり居心地のよさそうな宿舎を見つけ出してきて
くれた．彼らは患者の滞在期間中，宿舎，食事，搬送
について完璧に仕事をこなしてくれた．世に言うお役
所仕事ではなく，ユーザーの立場に立った献身的な働
き振りであった．

透析治療に関しては，ともかく初日の準緊急透析を
乗り切れば，あとは基本的には通常の維持血液透析を
行っていれば良いだけのはずだった．ところが 154 人
もいれば具合の悪くなる人もどんどん現れて，合併症
を併発したり，ADL が悪くなったりして数人が入院
透析へと移行した．そのまま受け入れ透析施設に入院
するケースもあれば，入院を前提に，より療養色の強
い施設へと転院して透析を継続するケースもあった．

このように，携わる医療機関/医療者の数は避難患
者の滞在期間が延びるにつれて増えていったが，関係
した誰もが快く真摯に携わってくれた．また，実際に
避難患者を受け入れたわけではない施設も，この間に
新潟県に急に負荷された透析患者数増加という事態に
対応し，受け入れ施設を後方から支えてくれた．まさ
に「チーム新潟県」としての奮闘振りであった．連絡
係の筆者は，この善意あふれる仲間たちと一緒に仕事
ができるという現実を，しみじみ嬉しく，誇らしいと
思った．
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こうして避難患者たちは，いわき市のインフラ・物
流が回復するまでの約 3 週間，新潟県で平穏に透析治
療を継続することができた．この間，1 人の犠牲者を
出すこともなかったのは幸いであった．

2　考　察

経過に示したように，透析患者集団移送プロジェク
トには多額の税金が投入された．そもそもプロジェク
ト自体のボトルネックとなったのは，医療施設のキャ
パシティーではなく，宿舎や移送手段などなのであっ
た．さらに，プロジェクトを遂行するために時に強権
的に行動する必要も生じてしまった．集団移送が内定
してからその人数が決定するまでに 2 日ほどのタイム
ラグがあり，この間，我々はやむを得ず新潟県内に個
人レベルで避難してくる患者の透析依頼への回答を保
留したのである．本来，そのような選択権など我々医
療従事者には無い．命からがら逃げてきた透析患者に
避難先での透析診療継続を確約しないという行為は，
実に心苦しいものであった．

このような性格を持つプロジェクトであるので，や
はり行政が主導になるという形が必要であると痛感し
た．行政はその長が有権者からきちんと信を得ている
ので，その判断は有権者全体を代表する判断であると
も言いうるからである．

しかし，被災地の自治体は極度の混乱状態にあり，
きわめて機能が悪かった．ただ，混乱の極みにある被
災地にそれ以上のパフォーマンスを求めることは酷で
あろう．ならば，被災地と支援地を俯瞰する立場にあ
る中央官庁が，もっと早期から積極的に関与する仕組
みがあれば良かったのではないかと考える．

この件について，その後，新潟県庁の担当者たちと
率直な意見交換を行った．彼らの分析はクールである．
今回，グランドデザインに頼らず，個人間の伝手から
始まる泥縄的対策でもなんとか事が運んだのは，ひと
えに圧倒的なキャパシティーを持つ首都圏が機能して
いたからである．なにしろ東京都だけで新潟県の 8 倍
の数の維持透析患者がおり，その多くを管理する透析
施設が新潟市ほどの狭い面積の領域に集中している．
宿泊可能な施設も多い．しかも，それらが公的・私的
交通機関によって緊密に結びつけられているのだ．こ
れは避難患者を支援/管理するうえで圧倒的なアドバ
ンテージである．実際に今回の集団避難も，その多く

は結局東京へ避難した．本音を言えば，東京がやって
くれるのなら新潟なんかがわざわざしゃしゃり出る必
要もなかったというのだ．それは確かにその通りなの
かもしれない．

だが，反対に首都圏が被災して機能不全に陥ってし
まったらどうだろう？ ここで生じる巨大な支援の需
要を，周辺の小さな自治体が個々に奮闘してみたとこ
ろで満たすことなど不可能だ．全体像を俯瞰したグラ
ンドデザインが必ず必要になる．有事に際してこれを
迅速に描くことのできる公的な仕組みを平時のうちに
確立しておかなければならないと強く思う．

患者は命からがら避難して来るわけであるが，支援
地の透析施設はごく普通の日常診療の延長としてこれ
らの患者を受け入れる．ここに意識のギャップが生じ
る．当然，患者がカルテを持参してくることなど期待
はできないのであるが，しかし受け入れ施設は野戦病
院的対応をするつもりはないので，それでも可能な限
り詳細で正確な診療情報が得たい．今回も「患者の
HBV や HCV 感染の状況が把握できなければ受け入れ
は難しい」という意見を表明した施設があった．日頃
からすべての透析患者が，いわゆる透析カードを携行
する習慣が確立されていれば，この両者のギャップが
埋められるかもしれない．このカードは緊急透析時の
タグの中身としても転用が可能である．そうであれば，
どの施設でも簡単確実に情報が把握できるよう，透析
カードのフォーマットを全国標準化することも一案で
あろう．

上水道設備が破壊されている状態の被災地では，透
析治療は給水に依存せざるをえない．透析は大量の水
を必要とするが，もちろん給水の対象は透析治療ばか
りではないので，その分だけ被災者全体への供給量が
制限されてしまう．したがって被災地から遠隔地への
透析患者の移送は，単に透析患者自身の身の安全を保
証するだけではなく，被災地全体への援助効率を上げ
る効果も期待できる．今回の震災では建物の倒壊によ
る受傷者は少なかったが，災害の種類によってはクラ
ッシュ症候群罹患者治療のために残っている透析施設
がフル稼働しなければならない可能性も想定される．
やはり，維持透析患者が被災地から避難するのは合理
的な戦略であろう．

となれば透析患者の集団移送は，行うのならば，災
害発生後早ければ早いほど良い．このためにも迅速に
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グランドデザインを描く仕組みが望まれることは先に
述べた．もう一つ，この迅速性を阻害する要因で今回
の震災時に明らかになったことは透析患者自身の抵抗
である．多くの透析患者が故郷である被災地を離れる
ことに強い抵抗を示した．故郷が一大事なのに自分だ
けさっさと避難してしまうこと，取り残してきた家族
や財産への不安，そしてしばらくはその復興のために
尽力することができないこと，これらが入り混じって
決断を鈍らせたり，中には強行されるプロジェクトに
対して怒りを爆発させたりするケースも観察された．
その心情は理解できないこともない．

災害時の透析患者の集団移送が透析患者自身にのみ
メリットを及ぼすような性質のものであるなら，時に
は自己の責任において移送に同意しないという選択肢
もあるかもしれない．しかしながら，透析患者は避難
することによって水道設備の破壊された被災地全体の
負荷を軽減することができるのである．厳しい言い方
になるが，透析患者も自分の立場だけで考えるのでは
なく，その極限状態の中で自分がどうすれば故郷に貢
献できるかを考慮して欲しい．非常時には，誰もが思
い通りにはならないのである．

このためにも，平時から透析医が震災時の透析患者
たちのあり方を，集団避難の可能性も含めながら，維
持透析中の患者と語り合い，前向きなコンセンサスを
得ておきたい．いざという時になってから判断を迫っ
ても迅速には動けない．

おわりに

結果的に，今回の福島県浜通地方から新潟県への透
析患者の集団移送プロジェクトは，1 人の犠牲者を出

すこともなく，成功裏に終了したかのように見える．
ただし，これをもって良しとする考え方に筆者は賛成
しない．今回の震災では，被災地の規模も大きかった
が，それを支援しうる地域のキャパシティーがそれを
大きく凌駕していた．だからあんな泥縄でも対処がで
きたのである．この経過は誇るべきことでも将来の参
考にすべきことでもない．

我々が真に教訓とすべきなのは「新潟県は当初に打
診を受けた 1,100～1,200 人という維持透析患者の受け
入れに Yes という回答をすることができなかった」
という事実である．首都圏が機能不全になれば，新潟
県は今度こそ 1,000 人を超える透析患者を受け入れる
必要が生じるであろう．新潟県に限らず周辺各県にも
すべて同様の負荷がかかるのだから，誰も肩代わりは
してくれない．そんな事態を，各々の火事場の馬鹿力
に頼って乗り切ることなどできようか？

多くの人が震災に関する政府の対応にふがいなさを
覚えたことであろう．批判されても仕方ないのかもし
れない．しかし，それを「有事には政府のコントロー
ルなどいらない」という結論にすり替えてはならない．
そうならないように，平時にこそグランドデザインを，
あるいはグランドデザインを描く仕組みを，しっかり
と確立しておくべきなのだ．
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要　旨

東日本大震災では，茨城県においても甚大な被害を
受けた．透析医療に関しては，医療施設の直接の損害
のほか，停電，断水により多くの医療機関にて透析医
療の提供に重大な影響が生じた．また，通信，輸送の
断絶もその後の復旧の障害となった．本稿においては，
茨城県における行政，本学をはじめ他の医療機関など
の震災時における対応を検証し，問題点を整理する．
また，これらの経験を踏まえ，今後の震災時透析医療
体制の整備について論じる．

はじめに

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に起こった東日本
大震災は，福島，岩手，宮城を中心に多大な被害をも
たらした．茨城県における被害は，これらの地域と比
較し同等ではないものの，大きな被害を受けたのも事
実である．本稿では，茨城県における透析に関する震
災の影響，また各医療機関および行政の取り組みなど
も含め，報告する．

1　茨城県の透析状況

まず，茨城県の現況について概説する．茨城県の人
口は約 300 万人であり，透析施設数は 84，透析患者
は入院患者 650 人，外来患者 6,300 人，合計 6,950 人

である（2010 年 11 月 1 日現在，茨城県資料）．なお，
日本透析医学会の資料では，透析患者総数 6,831 人，
昼間透析 5,874 人，夜間透析 835 人，在宅血液透析 1

人，腹膜透析 121 人1）であり，透析患者数は全国で 12

番目である1）．

2　これまでの茨城県の災害時救急透析医療システム 

　について

茨城県の災害時救急透析医療システムは，茨城人工
透析談話会（参加施設 81，透析患者推定 6,000 人）が
中心となり整備してきた．その経緯は，1995 年 1 月
の阪神・淡路大震災を受け，茨城県より茨城人工透析
談話会に対し，「災害時救急透析医療システム」作成
が依頼されたことに始まる．その後，2001 年の第 35

回茨城人工透析談話会施設長会議にて本システムが正
式に発表された．さらに，患者カード作成ソフト配布，
連絡網再整備についても，2007 年までの茨城人工透
析談話会施設長会議にて逐次報告された．

概要としては，茨城県を四つのブロックに分け，基
幹施設とその傘下に各基幹施設の近隣透析施設をいれ
て連絡網を作成したものであった．これらは基本的に
今回のような大規模災害を想定したものではなく，近
隣の透析施設間で患者受け入れ等を円滑に行う事を主
眼としたものであった．筑波大学附属病院はいずれの
ブロックにも所属せず，災害時は維持透析受け入れよ
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りも，三次救急を中心に急性期重症患者を担当するこ
とを想定していた．

3　震災による損害

茨城県では，今回の震災による人的被害は死者 24

人，行方不明 1 人（2011 年 8 月 29 日現在），避難所
における住民避難はピーク時で 77,285 人（3 月 12

日）であった．多くの地域で断水と停電が生じ，震災
1 週間後の 3 月 17 日でもまだ一部停電市町村があり，
4 月 1 日の時点でも一部断水市町村（6 市町村）があ
った．

その中での茨城県内透析医療機関稼働状況であるが，
3 月 12 日では 83 施設中，透析稼働（一部影響あり含
む）施設は 28 施設であった．なお，83 施設中 41 施
設は連絡が取れず，状況の把握ができなかった．3 月
17 日には，75 施設で透析稼働（一部影響あり含む）
されており，1 週間で 9 割の透析施設はおよそ稼働で
きる状況であった．

4　県内各透析施設の対応状況

震災直後に停電，断水，また施設の破損により，多
くの医療機関にて透析に困難が生じていた．断水に関
しては，市水から井戸水に切り替えて透析を継続した
施設も複数あった．ほか，県または消防より水の供給
を得て，透析を行った施設も複数あった．しかし，給
水車の水の容量および燃料不足で輸送ができないなど
の諸問題により，安定的な水供給は困難を極めた．

大きな損傷のなかった施設では，水源の確保，停電
からの復旧により通常通りの透析が可能であったが，
自施設で透析が困難な透析施設では個人，または集団
にて透析可能な施設に患者が移動して透析を行った．
集団にて透析可能施設へ移動した場合には，必要な医
療材料を持参して患者とともに医師，看護師あるいは
臨床工学技士が随行した．

このような中で，原発事故の影響で福島県からの避
難民を本県が受け入れ，透析患者の大量流入が予想さ
れた．茨城県の調査によると，震災時に茨城県が県外
から受け入れた患者数は 246 人，6 月 12 日現在でも
13 人いた．また，県外への透析施設で透析を行った
患者数は，県外からの一時透析後を含め 42 人であっ
た．

5　県としての透析医療に関する対応状況

東日本大震災に伴う茨城県の人工透析患者に対して，
県庁では地震発生後より保健予防課を中心に対応を行
っていた．

3 月 11 日夜から，県が人工透析談話会施設につい
て透析の可否の調査を開始．深夜から早朝にかけて
FAX で 76 透析医療機関に対し，調査用紙の送付を行
った．その結果を受け，人工透析医療機関の受け入れ
状況調査結果を医療機関に情報提供するとともに，医
療機関への水や重油の供給，患者受け入れなどの相談
対応を開始した．これにより，一部施設では水の供給
を受け，透析を施行することが可能となった．3 月 13

日には，県内外医療機関への移送相談の対応をはじめ，
継続して透析医療機関の最新状況の情報提供を連日実
施し，その結果は県内の主要医療機関，透析施設に連
日情報提供された．3 月 14 日からは，茨城人工透析
談話会の基幹施設代表者を中心に，有志によるメール
情報交換を行った．3 月 17 日には県北地域透析患者
24 人の加療について，神奈川県へ依頼し，同県内の 8

病院に受け入れてもらった．また，福島県の透析患者
については，福島県庁から茨城県保健予防課に連絡を
もらい，県内に避難している場合は，保健予防課が受
け入れ医療機関を探す手順で行っていた．

県内の各施設での患者受け入れは，各施設の独自の
判断で調整され，多少の混乱はあったものの，各施設
の稼動状況の改善とともに解消された．

6　筑波大学附属病院の状況と対応

筑波大学附属病院は，施設として大きな損傷を受け
ることはなかった．それでも病棟の上層階ではナース
ステーションを含め被災があり，研究室においても多
大な被害が出た（図 1）．停電に対しては，非常用電
源にて対応し，また 3 月 10 日より水源を井戸水が使
用できるようにしたこともあり，震災当日から市水の
断水の影響を受けることなく，また震災後も通常の透
析を施行することができた．透析患者についても，3

月 12 日より他施設の透析患者の受け入れを行い，3

月 21 日までの間，外来患者 10 人，入院患者 5 人を受
け入れた（図 2）．本院では，震災直後から重症患者，
緊急処置の必要な患者以外の入院診療を控えるとの方
針のもとに，入院診療を要する非緊急患者については，
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3 月 22 日までは神奈川県の諸施設や，県内の他施設
などへ転院していただいた．一方，透析についての緊
急の受け入れについては，24 時間の腎臓内科医師院
内待機，オンコール体制を敷き，震災から 2 週間の間，
連日 24 時間の受け入れ体制を維持した

また県庁では，対応不能と考えられた以下の 2 点に
ついて，筑波大学附属病院腎臓内科が窓口となり県内
の情報収集に努めた．

第一が透析固有に要する物品の供給状況の確認であ
った．透析では透析回路，ダイアライザー，生食など
多数の医療材料および薬品が必要である．今回の震災

では，備蓄の倉庫などが損害をうけ，またガソリンの
供給不足，道路の通行止めなどに伴い，医療材料等の
供給にも大きな影響が生じた．このため，震災直後か
ら約 2 週間の間，本学をはじめ，県内の全透析施設に
対しての，透析にかかわる物品供給状況についての報
告を，茨城県内担当の透析関連のディーラーから連日，
メールによる報告を受ける体制を整備した．実際，物
品の供給体制のめどが立つまでの震災後 5 日間は，本
院のすべての透析患者の透析時間を 3 時間，透析液流
量の調節を行った（図 2）．

第二が CAPD 患者への対応であった．血液透析と

図 1　筑波大学附属病院における震災後の病棟ナースステーションと施設の被害

図 2　被災直後の血液浄化療法部のホワイトボード
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は異なり在宅で実施される治療であり，一部の CAPD

患者では停電の影響も受けていた．この点のサポート
は CAPD 各メーカーからの適切な対応で対処された．
さらに県内の CAPD 施行全施設における透析液，交
換キットの在庫状況を確認した．CAPD 患者は基本的
に在宅での治療のため，県内患者の安否確認を CAPD

各メーカー担当者から報告を受け，あわせて他県から
本県への流入患者の有無の確認報告を連日メーカーか
らうけた．

また特に大きな被害を受けなかった県内の基幹病院
の一部では，一時的に通常の透析患者の倍以上の患者
が集中するような状況も見られ，本学の大学院生が中
心となり，基幹病院への腎臓内科医の派遣を行った．
あわせて，基幹病院の加重負担を避ける目的に，主に
埼玉県，神奈川県の日本透析医会災害時情報ネットワ
ーク代表者を通じ，入院による維持透析患者の受け入
れ要請を行った．

7　今回の問題点

広域で甚大な震災においては，想像できなかったさ
まざまな問題が生じ，以下の問題点についての対策の
検討が求められる．

①　連絡・通信回線の断絶
今回の震災時において，停電および電話の通話制限

により，連絡手段を大きく制限される形となった．医
療機関同士の連携，医療機関と患者の連絡，患者と家
族の安否確認，県と医療機関の連携，被災状況の確認
など必要とするさまざまな情報の入手が困難となった．

しかし，インターネット回線により e-mail による
連絡をはじめ，多くの情報をインターネットで共有す
ることができ，インターネットの重要性・可能性につ
いて再認識することができた．しかしながら，各透析
施設の状況については，日本透析医会の災害情報ネッ
トワークの掲示板への記載が各所から促されたものの，
本県においては，連日，県庁から発信される FAX，
メールによる確認情報がより正確，的確であったのも
事実である．各施設の情報伝達の統一的手段の検討な
ど，この点での課題は多い．

②　水源，非常用電源の確保
透析施設で使用する水量を提供できる 10 トン車級

の給水車は茨城県でも 2 台しかなく，主に民間の小型
の給水車を，多くの方々のご厚意により活用すること

になった．透析施設においては，市水以外に井水によ
る水源の確保なども提案されるが，消毒を含めた費用
の問題もあり，全施設での対応は困難である．また，
今回の震災では非常用電源の重油等が確保できず，長
時間の停電に対し，対応ができなかった．1 週間単位
のライフラインの確保が今後の対策として重要と考え
られた．

③　交通機関の遮断，患者，医療スタッフの通院
今回の震災で他県等への透析患者の移送については，

基本的に救急隊等の公的機関の協力により円滑な移送
が可能であった．しかしながら，茨城県では多くの透
析患者，医療従事者の医療機関への通院手段は自家用
車である．そのため，震災による道路の通行止めのほ
か，ガソリン不足による患者および医療スタッフの通
院困難は重大な問題であった．医療関係者（医療従事
者，患者含め）への震災時ガソリン提供の順位づけな
どを関連の業者・組合などとあらかじめ提携し，協力
をあおぐなど対策を講じる必要があると思われる．

④　医療材料，薬品の確保
現在，各医療施設とも医療材料の在庫圧縮が行われ

ており，長期間の配送停止または医療材料の製造中止
などを想定していない．本県においては，透析回路等
の物品についてはディーラーの適切な対応，各施設の
冷静な対応により，供給体制の維持ができた．緊急時
の医療材料の施設間の共有，提供体制など，平時に緊
密な連絡，協議を行い，検討しておく必要がある．

おわりに

筆者自身は震災発生時点，都内におり，震災当日は
帰宅難民となり，翌日の午後に本学にたどりついた．
そこからの 2 週間は本当にめまぐるしい日々であった．
スタッフや医師の中には親族との連絡が十分に取れな
い者もおり，そのような精神状況にありながら，献身
的に医療に従事してくれた．特に若手の医師の中には，
自宅に戻っても断水や停電があり，ガソリン不足の影
響で帰宅もままならず，学内にとどまって 24 時間体
制で診療に対応してくれたものが多くいた．さらに，
震災直後の原発事故とそのための放射能被害などもあ
り，身体的以上に，言葉にはできない精神的な重圧が
皆にのしかかった．このような状況下には，医療スタ
ッフの精神的ケアの重要性を痛感した．そして，皆は
その重圧をはねのけて震災を乗り切ってくれた．当た
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り前のことであるが，医療従事者も同時に震災の被災
者である．そのような状況においても，ひるむことな
く日常の医療を継続したことに多大なる敬意を表した
い．

また，震災直後から，県の保険予防課からの情報提
供はタイムリーであり，患者移送を含めた公的機関の
対応がこれほどありがたかったことは無かった．本稿
も茨城県に関するものは，茨城県保健福祉部保険予防
課の「震災時における透析医療に関する検討会」（平
成 23 年 8 月 18 日開催）にて提供された資料を大いに
参考にさせてもらった．今回の大規模災害時の透析に
関する茨城県の秩序だった対応は本当にすばらしかっ

た．また，県内のすべての透析施設の示した互助精神
により，茨城県内の透析は大きな混乱を来たすことな
く，この震災を乗り切ることができた．県内の全透析
施設のスタッフはじめすべての方々に深甚なる敬意を
表したい．

さらに震災直後から国内，海外の多くの友人，知人
から暖かい励まし，応援の言葉をいただいた．そのす
べての皆様に感謝と御礼を表す．
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要　旨

東日本大震災では栃木県でも多くの透析施設が被害
を受けた．震災後，栃木県内の透析施設の被災状況を
アンケート調査したところ，8 割以上の施設で停電や
断水を含むなんらかの被災を受けており，1/3 の施設
で透析が不能となった．透析機器の故障や配管の破損
は，赤塚が提唱する 4 つの地震対策を忠実に守る事で
ほとんど防ぐ事ができた．栃木県では平常時から透析
施設同士が交流できる場があったため，支援透析が比
較的スムーズに行えたが，震災初期には停電でインタ
ーネットが使用できなくなるなど，課題も残った．

はじめに

我が国は地震をはじめ，台風や水害など非常に災害
が多い国である．また，透析医療は水と電気がなけれ
ば施行する事ができないので，ひとたび災害が起こる
と建物や機器自体の損壊がなくても，停電や断水のた
めに血液透析を施行する事ができなくなるケースも多
い．血液透析患者の多くは週 3 回，4～5 時間の血液
透析を必要とするので，停電や断水が 1～2 日で復旧
できなければ，直ちに生命に危険が及ぶ．このような
場合には，被災して透析ができなくなった施設は，被
災していない施設に支援透析を依頼することになる．

1995 年の阪神淡路大震災などの経験を経て，情報
の共有化を図り支援透析をスムーズに行うため，2000

年に日本透析医会が中心となり，災害情報ネットワー

クを構築した1）．日本透析医会では都道府県を単位と
した地域での災害対策確立を呼びかけており，原則的
には，地域中核病院を中心とした平常時の救急医療体
制に従って地域をブロック別に分け，ブロックごとに
災害対策施設を設定する．災害対策施設は，現地本
部・支部となり，情報の収集・発信，支援体制の基地
となる．災害情報ネットワークは平時には相互の連
絡・連携体制の強化を行い，災害時には被災支部の情
報収集や集計等を支援し，厚生労働省・都道府県担当
課をはじめ，患者を含む全関係者で情報を共有化する
ことを目的とする．

2000 年以降，災害情報ネットワークが活動した災
害は図 1 のように広範囲に多数認め，日本のどこに住
んでいても災害に対して備えなくてはならないことが
わかる2）．東日本大震災では栃木県でも多くの透析施
設が被害を受け，支援透析が必要な状況となった．栃
木県透析医会では毎年 1 回，透析施設の被害を想定し
たシナリオに基づいた災害情報ネットワーク訓練を行
っており，多くの施設が参加している．今回の震災で
も災害情報ネットワーク，メーリングリストがうまく
機能して，支援透析の情報，福島第一原発事故に関連
した情報，計画停電の情報，ガソリン不足問題に関連
した情報などを共有するのに役立てることができたが，
震災初期には停電のためインターネットが繋がらなく
なるなど，いくつかの問題点も浮き彫りになった．

今回，東日本大震災による栃木県での被災状況を報
告するとともに，経験から学んだ反省点，今後の対策

医療安全対策

東日本大震災による栃木県内透析施設の 
被災状況と医療連携・今後の課題
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について提言する．

1　震災アンケート結果

2011 年 5 月に栃木県内の透析施設 75 施設に FAX

にてアンケート調査を行い，回答が得られた 65 施設
のデータから栃木県の被災状況について分析した．3

月 11 日の東日本大震災により，約 8 割の施設で，停
電や断水を含むなんらかの被災を受けていた（図 2）．

赤塚は，透析施設における 4 つの地震対策を提言し

ており（表 1），この 4 つの対策をしていれば震度 6

強までの地震では透析施設内の被害が完封できるとし
ている3）．今回のアンケートでこれら 4 つの地震対策
をしていたかどうか調査した．透析監視装置のキャス
ターをロックせずフリーにしていた施設は 83％（図

3-a），透析ベッドを床面に固定せず，キャスターを
ロックしていた施設は 80％（図 3-b）と，多くの施設
で対策を行っていた．栃木県内で透析監視装置が倒れ
た施設は 1 施設のみであったが，この地域は震度 6 強

図 1　災害情報ネットワークが活動した災害
（2000 年以降で透析施設に影響のあったもの：14．文献 2 より引用）
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図 2　3 月 11 日震災による施設の被災はありましたか？
約 8 割の施設で，停電や断水を含むなんらかの被災を受けていた．
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表 1　透析施設における 4 つの地震対策

1. 透析用監視装置のキャスターはロックしないでフリーにし，透析室内を自由に走らせる．
2. 透析ベッドのキャスターはロックだけしておき，決して床面に固定しない．
3. 透析液供給装置，水処理装置は床面にアンカーボルトなどで固定する．
4. 透析液供給装置，水処理装置と機械室壁面との接合部には，必ずフレキシブルチューブ
を使用する．（接合部のみ．壁面の配管は塩化ビニールで良い）．

上記の 4 つの対策をしていれば，震度 6 強までの地震では透析施設内の被害が完封できると
されている！
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で，建物の老朽化による損壊が大きかった上に，透析
監視装置が小型で棚の上に置くタイプのものであった
ことも原因と思われた．透析液供給装置，水処理装置
固定については，床面，壁面をアンカーボルトで，天
井はワイヤーなどで少なくとも 2 点以上固定，もしく
は免震台を採用していたという施設は 18％ と少数で
あった（図 3-c）．透析液供給装置，水処理装置と機
械室の壁面との接合部にフレキシブルチューブを使用
していた施設は 65％ であった（図 3-d）．配管の破損
は 3 施設で認めたが，いずれの施設も壁面との間にフ
レキシブルチューブを使用していなかった．

震災後，透析不能になった施設は約 1/3 で，その原
因のほとんどは停電と断水であった（図 4-a, b）．栃
木県は図 5 のように 6 つの地域に分けられているが，

地域ごとの透析不能状況を分析すると，図 6-a のよう
に県北部，県東部で被災が大きく，これらの 2 区域で
は停電に加え，断水の被害が多かった（図 6-b, c）．
透析不能になった期間は最大 5 日間であった（図 7）．
停電は 1～2 日ですべて復旧したが，断水は数日続い
たところもあった．4 日以上透析不能だった施設は県
北部の 2 施設のみで，いずれも建物の損壊が顕著だっ
た．

震災後，透析不能となった施設の患者を受け入れた
施設は 6 割以上と，栃木県でも多くの施設が支援透析
を経験していた（図 8）．他施設へ支援透析を依頼し
た，もしくは依頼を受けたさいに役に立った情報手段，
情報源は一般電話が最も多く，次に災害情報ネットワ
ークという結果だった．その他，直接会ったという回

図 3　地震対策
　コンソールとベッドに関してはほとんどの施設で対策がなされており，透析監視装置が
倒れた施設は 1 施設のみだった．水処理装置，供給装置で 2 点以上の固定をしている施設
は少数だった．フレキシブルチューブは 2/3 の施設で使用していた．配管の破損があっ
た施設は 3 施設あったが，いずれもフレキシブルチューブを使用していなかった．

していない
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していた
83％

いいえ
20％

はい
80％

していなかった
35％

していた
65％

していた
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82％

a　透析監視装置のキャスターはロックせずフ
リーにしていた

b　透析ベッドのキャスターはロックして床面に
固定しないでいた

d　透析液供給装置，水処理装置と機械室
の壁面との接合部にはフレキシブルチュー
ブを使用していた

c　透析供給装置，水処理装置は床面・壁
面はアンカーボルトで，天井はワイヤーな
どで，少なくとも2 点以上の組み合わせで
完全固定，もしくは免震台を採用
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図 4　震災後，透析不能になりましたか？
透析不能になった原因のほとんどは停電と断水であった．
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図 5　栃木県の地域ブロック
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答も比較的多かった（図 9）．災害情報ネットワーク，
メーリングリストの情報が役に立った，もしくは一部
役に立った，と回答した施設は 9 割近く認めたが，役
に立たなかったという施設もあった（図 10）．

2　東日本大震災を経験して学んだ事

停電は 1～2 日間の早期に復旧した．断水は数日間
（最大 1 週間）続く地域があり，給水車の手配がうま

図 7　透析不能になった期間
　停電は 1～2 日ですべて復旧した．断水は数日続いたところもあった．4 日以上透析不
能だった施設は県北の 2 施設のみで，いずれも建物の損壊があった．
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図 8　震災後，透析不能となった施設の患者を受け入れましたか？
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図 9　他施設へ支援透析を依頼した，もしくは依頼を受けたさいに役に立った，
　　　　情報手段，情報源は何ですか？
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く行かずに透析不能な日数が長引くケースがあった．
他県では 5 トンの水が必要なのにもかかわらず 1 トン
しか供給されないなど，あらかじめ行政側に透析医療
に対しての理解がないと，いざという時にうまく連携
ができないことが改めて窺われた．

栃木県では，支援透析の患者移送はそれぞれの施設
が自らバスを手配するなどして行われたが，岩手県で
は沿岸部から内陸部へ，遠方への支援透析の通院のた
めに，市町村が送迎バスを手配したり，タクシーチケ
ットを配布するなどして，ガソリン不足問題を乗り越
えたという報告もあった．これら透析の災害対策，特
に給水と患者移送の問題については，平常時から行政
と連携し，透析医療の特徴について理解を求め，あら
かじめシミュレーションをするなどして災害に備えて
おく必要があることが示唆された．

透析機器の故障や配管の破損は，4 つの地震対策を
忠実に守る事で，ほとんどが防げるという事が，今回
の栃木県の震災でも窺われた．

停電時にインターネットに接続するためのルーター
が動作せず，インターネットや電子メールが使用でき
なかった．このため，震災初期には電話も携帯電話も
通じないうえに，インターネットや電子メールも使用
できなくなり，周辺の状況がまったく把握できなくな
った．対策として，ルーターに無停電電源装置（UPS）
を接続して停電時に備える，ワイヤレスネットワーク
システムを利用できるようにするなどして，停電時で
もインターネットに接続することができるようにする
ことがあげられる．このような対策を取ったとしても
大きな被害を受けた場合，被災施設は復旧の対応に追
われるため情報の発信すら難しい場合が多いので，地

域の担当者が被災地内の情報を取りまとめて早期に災
害情報ネットワークへ発信することが望まれている4）．
また，電話は災害時優先電話をあらかじめ設置してお
くと繋がりやすくなり，公衆電話も通常の電話よりも
繋がりやすくなるといったことがあげられる．

情報伝達手段が遮断された場合は，直接相手先を訪
問し，顔を合わせて相談する事が確実であり，我々も
スタッフに車で周辺の透析施設を回って声をかけても
らい，施設長を一カ所に集めて支援透析の相談をした．
震災初期はこのように近隣の施設同士で支援透析を行
うケースが多かった．

栃木県は図 5 のように 6 つのブロックに分かれてい
るが，東日本大震災を経験する前には，災害時には県
単位で支援透析の連携を取る事になっていた．今回の
経験から，今後は各地区ごとのブロックに分けて，そ
れぞれコーディネーター役になる施設を決め，ネット
ワークを組む事が望ましいと考えられた．栃木県では
2001 年に策定した「災害時透析医療ガイドライン」
があるが，2011 年 9 月に透析医療における災害対策
のワーキンググループを立ち上げ，これも含めて再検
討をしていくこととなった．

支援透析を行うにあたっては，可能であれば複数の
施設に患者を分散するよりも，なるべく一カ所にまと
め，スタッフが患者に同行，ダイアライザーなどの資
材も持参するやり方がスムーズに行くことを経験した．
透析施設を借りて，患者の特徴を把握しているいつも
のスタッフが穿刺する，というやり方のほうが患者も
安心で穿刺ミスも少なく，支援する施設側のストレス
も少ない．いつもと違うメーカーのコンソールを操作
する場合など，わからない点の指導を，支援する施設
のスタッフが行うようにするとよい．

また，今回福島第一原発事故の影響で，栃木県でも
福島県から個々に避難して来た患者の支援透析を行う
ケースが多かったが，被災した施設と連絡が取れない
ため，ドライウェイトを含めた透析条件がまったく不
明という事態が生じた．高齢の患者は自分のドライウ
ェイトも知らない場合が多く，可能であれば血液透析
患者には「透析患者カード」など，簡単に透析条件が
わかるカードなどを携行してもらうのがよいと思われ
た．

図 10　災害情報ネットワーク，メーリングリストの情報は
　　　 役に立ちましたか ?

役に立った
40％

一部役に立った
40％

役に立たなかった
8％

無回答
12％
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おわりに

災害のさいには自助，共助，公助が必要だが，大災
害の発生直後には，公的な支援はなかなか手が回らな
いため，数日間は当事者による自助と近隣同士での共
助による支援に頼らざるをえない．まずは自らが災害
を想定して，自力で災害初期を乗り越える準備をする．
透析施設にとっては 4 つの地震対策を忠実に守る，自
家発電機の設置，井戸水が使用できるようにすること
などが自助に当たる．

近隣の施設同士での支援透析は共助であるが，いざ
という時に助け合うためには，普段から顔が見える関
係を築いていることがなにより大切である．栃木県で
は 30 年以上前から，栃木県透析医会や栃木県透析医
学会など，医師同士の連携を図る場があったこと，栃
木県透析懇談会というコメディカルスタッフ同士が交
流できる場もあり，お互いに顔が見える関係を築く事
ができていたため，東日本大震災でも透析施設同士が

しっかりと連携して危機を乗り越える事ができたと考
えている．

栃木県では今後も施設同士，また行政ともより緊密
に連携を図り，災害に強い万全な態勢を整えていきた
い．
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要　旨

東日本大震災では，日本臨床工学技士会，日本血液
浄化技術学会，日本腎不全看護学会および日本透析医
会がそれぞれ連携をとり，組織的な後方支援活動とし
て支援物資供給活動とボランティア派遣活動を行った．

支援物資供給については，関連企業・団体，都道府
県技士会，および関連施設や個人から大箱換算で 1,401

個の物資を提供していただき，福島，宮城，岩手の三
県の透析関連施設に送付することができた．ボランテ
ィア派遣に関しては，看護師，臨床工学技士合わせて
132 名に登録していただき，その内任務に就いた方は
31 名で，派遣延べ日数は 245 日であった．

今回は十分な準備をしていないままのにわか活動で
あったが，支援物資を提供していただいた方々，ボラ
ンティアに登録いただいた方々，または側面からご協
力いただいた透析関連団体・業者の方々など，多くの
方々に支えていただき，円滑に業務が遂行できた．

1　はじめに

本年（2011 年）3 月 11 日午後 14 時 46 分，東北地
方を中心に発生したマグニチュード 9.0 の超巨大地震
は，死者 1 万 5,829 人，行方不明者 3,679 人（11 月 2

日現在警察庁調べ）を出す今世紀最大の激甚災害とな
った．地震に加えて，これまで国内で歴史的にも経験

したことのないような巨大津波に襲われ，さらに福島
県では地震と津波による福島第一原子力発電所の被災
による放射能漏れ事故がいっそう被害に輪をかけた．
地震，津波，原発事故，まさに三重苦であった．なか
でも津波による被害は東北地方太平洋側の沿岸地域を
丸呑みにした．

透析関連施設においても 3 施設が全壊，福島県の原
発事故の影響で治療を再開できない施設を含めると 8

施設が透析不能（2011 年 9 月現在）となった．未曾
有の大災害に対し，日本臨床工学技士会では日本血液
浄化技術学会，日本腎不全看護学会および日本透析医
会と連携をとり，組織的な後方支援活動として何がで
きるかを考えた．

今回われわれは，東日本大震災にさいし，被害を受
けた施設や被災地の中にありながら支援に回った施設
への支援物資供給活動とボランティア派遣活動を行っ
たので報告する．

2　地震発生から 3 月末までの経過

3 月 11 日 14 時 46 分，三陸沖を震源とするマグニ
チュード 8.8（当初報道，後にモーメントマグニチュ
ード Mw 9.0 に修正）の観測史上世界 4 位となるきわ
めて強い地震が発生．宮城県北部で震度 7 の烈震を観
測した．
［11 日 22 時］日臨工災害対策委員会へ，同会川崎

医療安全対策
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忠行会長より活動開始の指示あり．メーリングリスト
に活動開始の宣言をすると同時に，被災地周辺の情報
収集の協力を要請した．この日，日本透析医会災害情
報ネットワークに寄せられた情報によれば，透析が不
可の施設は 38 施設あった．
［12 日 7 時］メーリングリスト（日本透析医会災害

時情報ネットワーク，日本臨床工学技士会）へ以下の
文面を投稿した．
「被災地の方々へ
復旧作業に懸命のご努力をされていることと存じま
すが，有用な情報等ございましたら，このメーリン
グリストへ流していただければ幸甚です．また被災
地では，本日より給水（水道水）の塩素濃度が上が
るものと思われます．
透析を続行される施設では，活性炭濾過装置の能力
にご注意いただいて，水処理に万全のご配慮をして
いただきますようお願いいたします．」

［12 日 15 時］日本臨床工学技士会川崎忠行会長よ
りボランティア派遣の受け皿作成の指示あり．同時に
日本透析医会医療安全対策委員会委員長杉崎弘章先生
より，日本臨床工学技士会へボランティア派遣の窓口
設置要請があった．
［13 日早朝］14 日から東京電力の管内で計画停電が

行われる方針が発表された．
［13 日 20 時］新橋病院田口氏より輪番停電の続報

があった．それによれば，NHK の記者は非常用発電
機がある所は問題ないと……（現在，灯油・ガソリン
等の供給抑制が実施中であるが，非常用発電機による
ガソリン・灯油・軽油等の供給が危ぶまれることを政
府は把握しているのか？）
［13 日 22 時］日臨工事務局より輪番停電送電エリ

アが発表された．
［13 日 24 時］日臨工よりボランティア要請文を，

日本透析医会災害時情報ネットワークおよび日本臨床
工学技士会メーリングリストに以下の文面で流した．
「今回の地震に際して，被災地での治療状況が芳し
くない模様です．
そこで，ボランティアの必要性も考えられることか
ら，日臨工として派遣体制を整えておきたいと考え
ています．
このような激甚災害の場合は，特に迅速な初動体制
と機動力が求められます．

多くの方々に派遣メンバーにご登録をお願い申し上
げます．派遣詳細は以下のとおりです．ご検討のう
え，このメーリングリストにご連絡お願いいたしま
す．
職種：CE

派遣場所：状況に応じて日臨工より指示
対応透析装置：メーカーを明記
派遣期間：相手先のニーズに対応
責任：すべて自己責任にて行動
衣食住：基本的に自己完結型とする
交通費等：技士会で出来るだけ持つ
所属施設の許可：必要
以上，よろしくお願いいたします．」

［3 月 20 日］日本血液浄化技術学会山家敏彦理事長
より支援物資供給開始の連絡あり．
［3 月 25 日］日本血液浄化技術学会より，第二陣の

支援物資供給．その後，山家理事長より供給システム
の組織拡大が提案された．
［3 月 27 日］日本臨床工学技士会川崎会長，および

日本血液浄化技術学会山家理事長が協議の末，日本透
析医会を加えた支援物資供給センター設置を宣言．東
京都本郷にある日本臨床工学技士会事務局を供給セン
ターとして，主にインターネットを通じて各都道府県
臨床工学技士会および医療関連メーカー等に協力を仰
ぎ活動を開始．

3　透析関連医療施設への支援物資供給

今回の震災で福島第一原子力発電所の被災による放
射能漏れ事故の影響から，東京電力管内で計画停電が
13 日より実施された．それを受けて，比較的被害の
少なかった関東地域（首都圏）でも計画停電が実施さ
れ，その対応に追われ，現地調査等被災地の状況把握
が後手に回った．

日本血液浄化技術学会では，山家敏彦理事長が早期
のうちに支援物資供給を決定し実施したが，今回の震
災の規模の大きさが明るみになっていくなかで，さら
に大きな組織的な支援体制が必要であるとの考えから，
日本臨床工学技士会川崎忠行会長との話し合いにより，
合同の支援物資供給センター設置へ向けて活動を開始
することとなった．同時に日本透析医会からも支援協
力の約束をえて，三会合同での支援物資供給活動とな
った．
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図 1　日本透析医会，日本血液浄化技術学会，日本臨床工学技士会合同支援物資供給
　　  センター概念図

日臨工東北地方太平洋沖地震Web

日本血液浄化技術学会災害掲示板

都道府県技士会施設

支援　　物資

支援物資供給センター
日臨工事務所

支援　　物資

被災地医療機関

支援物資情報

一般

必要物資情報

関連企業団体

情報
●被災地医療機関等から必要物資情報の収集　　　
　info@jacet.net へメールで通知
●支援物資情報を日臨工東北地方太平洋沖地震　　
　Web・日本血液浄化技術学会災害掲示板で公開

物資
●都道府県技士会，関連企業・団体，施設・一般等
の支援者は支援物資をセンターに送付
　被災地医療機関
　支援物資必要物資情報
　日臨工事務所〒113-0033 東京都文京区
　本郷 3丁目4-3 TEL 03-5805-2515
●センターにて仕分け・梱包ボランティア活用
●被災地医療機関へ発送

表 1　物資提供支援施設一覧

（医）辰見会  新開病院
IMS グループ医療法人社団明芳会  板橋中央総合病院  臨床工学科
JA 愛知厚生連  江南厚生病院  臨床工学科
JA 秋田厚生連  由利組合総合病院  ME 一同
秋田赤十字病院  ME 課
茨城県厚生農業協同組合連合会  総合病院  土浦協同病院
医療法人  行橋クリニック  臨床工学部
医療法人 SHIODA  塩田病院
医療法人あけぼの会  花園病院
医療法人曙会  和歌浦中央病院  職員有志一同
医療法人梅田アンドアソシエイツ  小牧スマイルクリニック
医療法人紀陽会  社田仲クリニック
医療法人慶寿会  千代田中央病院  臨床工学技士  一同
医療法人啓生会  春日井クリニック
医療法人敬徳会  藤原記念病院
医療法人健正会  須田病院
医療法人興生会  相模台病院
医療法人財団松圓会  東葛クリニック病院  臨床工学部
医療法人三矢会  前橋広瀬川クリニック
医療法人社団  いでクリニック
医療法人社団一陽会  服部病院
医療法人社団英正会  小見川ひまわりクリニック
医療法人社団五仁会  元町 HD クリニック
医療法人社団田口会  新橋病院
医療法人社団広和会  両毛クリニック
医療法人社団弘仁勝和会  みしま勝和クリニック
医療法人社団福壽会  みつはし病院
医療法人社団誠仁会  みはま病院
医療法人宗心会  かわしま内科クリニック
医療法人宗心会  下館胃腸科医院
医療法人衆済会  増子記念病院  臨床工学課
医療法人衆和会  長崎県桜町クリニック
医療法人天神会  古賀病院 21  臨床工学部
医療法人天神会  新古賀病院  臨床工学部
医療法人名古屋記念財団  金山クリニック
医療法人名古屋記念財団  名古屋市鳴海クリニック
医療法人名古屋記念財団  鳴海クリニック
医療法人野尻会  熊本泌尿器科病院
医療法人みなみ会  星野外科クリニック

医療法人和の国  与那原中央病院
宇都宮市  大場医院
愛媛県  佐藤循環器科内科
京都ルネス病院
釧路泌尿器科クリニック
神戸市  山本クリニック  臨床工学科
公立昭和病院  臨床工学室
公立八鹿病院  臨床工学科
国家公務員共済組合連合会  枚方公済病院  臨床工学科
小林市立市民病院
財団法人  筑波麓仁会  筑波学園病院  ME 一同
財団法人神戸市地域医療振興財団  西神戸医療センター  CE 室
財団法人船員保険会  横浜船員保険病院
自治医科大学さいたま医療センター  臨床工学部
社会医療法人財団白十字会  佐世保中央病院
社会保険中央総合病院  HD
セントラル腎クリニック龍ヶ崎
筑波大学付属病院  CE 室
東京女子医科大学東医療センター  HD
東京女子医科大学病院  臨床工学部
東京女子医科大学八千代医療センター  臨床工学室
特定医療法人慈恵会  新須磨病院  透析室
独立行政法人  国立病院機構長崎医療センター
独立行政法人  労働者健康福祉機構  大阪労災病院
独立行政法人  労働者健康福祉機構  千葉労災病院  臨床工学部
独立行政法人  国立病院機構  長崎医療センター  ME 室
富山市立  富山市民病院  臨床工学科一同
富山大学病院  医療機器センター
奈良県立三室病院
日本赤十字社  多可赤十字病院  透析室
日本赤十字社  姫路赤十字病院
はいばら泌尿器科クリニック
東甲府医院  CE 一同
兵庫県  山本クリニック
広島市立広島市民病院  手術部臨床工学技士一同
前田記念大原クリニック
前田記念腎研究所  武蔵小杉クリニック
三島市みしま勝和クリニック互助会
メディカルサテライト知多  透析センター
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今回の支援は，過酷な状況において医療活動を行っ
ている医療従事者に支援物資が届きにくい実情から，
後方支援活動として医療従事者を対象に支援物資を提
供することを目的に活動した．

支援物資供給の流れは図 1 に示すように，ホームペ
ージで物資の提供を呼び掛け，また関連企業・団体，
都道府県技士会，および関連施設や個人に直接メール

で提供を呼び掛けた．その結果，多くの施設・団体・
企業および個人から多くの物資を送付していただいた

（表 1）．
開設した支援物資供給センターは，日臨工事務所

（東京都文京区本郷 3 丁目 4-3）に置き，5 月 2 日に閉
鎖するまでの 36 日間活動を継続した．この中ででき
るだけ現地の物資のニーズに沿うように仕分け作業を

山梨県  北杜市立塩川病院
山本クリニック  臨床工学科
医療法人開生会  奥田クリニック
医療法人啓生会  春日井セントラルクリニック
医療法人社団広和会  両毛クリニック
医療法人社団慈朋会  澤田病院
医療法人新都市医療研究会「君津」会  玄々堂君津病院
医療法人泰玄会  泰玄会病院
医療法人伴帥会  愛野記念病院
一陽会  服部病院
株式会社麻生  飯塚病院  臨床工学部
興生会  相模台病院
国民健康保険  小松市民病院
佐久市立国保  浅間総合病院  臨床検査科臨床工学係
杉循環器科内科病院
川崎医科大学附属川崎病院  ME センター
前田記念腎研究所  茂原クリニック
大阪市立大学医学部附属病院
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
特別医療法人  春回会  井上病院
長野県立こども病院  臨床工学科
日本透析医会
大分県医師会
岐阜県透析医会  澤田病院透析部
日本血液浄化技術学会
公益社団法人  鹿児島県臨床工学技士会

（社）秋田県臨床工学技士会
（社）大分県臨床工学技士会
一般社団法人  神奈川県臨床工学技士会
一般社団法人  群馬県臨床工学技士会
一般社団法人  栃木県臨床工学技士会
一般社団法人  東京都臨床工学技士会
一般社団法人  長崎県臨床工学技士会

一般社団法人  奈良臨床工学技士会
一般社団法人  広島県臨床工学技士会
一般社団法人  兵庫臨床工学技士会
一般社団法人  宮崎県臨床工学技士会
一般社団法人  山形県臨床工学技士会
石川県臨床工学技士会
茨城県臨床工学技士会
高知県臨床工学技士会
三重県臨床工学技士会
山口県臨床工学技士会
医療品医療機器総合機構  安全第一部
学校法人  京都保健衛生専門学校
藤田保健衛生大学  医療科学部

（株）JIMRO
（株）ピーエス三菱
（株）メッツ
旭化成クラレメディカル（株）
旭化成クラレメディカル（株）  広島営業所
旭化成クラレメディカル（株）  さいたま営業所
旭化成クラレメディカル（株）  大阪営業所
旭化成クラレメディカル（株）  福岡支店
旭化成クラレメディカル（株）  透析事業部
旭化成クラレメディカル（株）  名古屋営業所
旭化成クラレメディカル（株）  東京営業所
旭化成ホームプロダクツ（株）
旭化成メディカル（株）  札幌営業所
旭クラレメディカル  血液浄化国内事業部
協和発酵キリン（株）
ニプロ（株）  医療品研究所
日機装株式会社医療機器  大阪支社
東レ（株）
小林メディカル（株）  名古屋営業所
ガンブロ（株）  大阪支店

ボランティアによる支援物資仕分け作業風景 支援物資積み込み作業風景

図 2　支援物資供給センターの業務
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行ったが，膨大な量の物資を仕分けするために，47

名（延べ 104 名）ものボランティアの方々にご協力い
ただいた（表 2，図 2）．

必要物品も川崎忠行会長および山家敏彦理事長自ら
の現地調査により，本当に必要とするものを集約して

表 2　仕分け作業ボランティア

氏　名 勤　務　先

阿部智紘 日本工学院専門学校
安納一徳 自治医科大学さいたま医療センター
一噌登史紀 明星会中央総合病院
伊藤和也 三愛記念病院
稲葉光史 あけぼの病院
稲見和政 悠友会  志木駅前クリニック
伊橋　徹 三愛記念病院
上田英美子 大和市立病院
上野幸司 かわしま内科クリニック
大貫順一 　 〃
大濱和也 埼玉医科大学病院
大水　剛 　 〃
笠置敦司 東葛クリニック病院
刈込秀樹 玄々堂君津病院
木股弘和 大和市立病院
國井一寿 須田病院
神戸幸司 小牧市民病院
桜井ゆみ 日本工学院専門学校
佐藤　憲 須田医院
佐野浩司 　 〃
柴田昌典 光寿会リハビリテーション病院
島井里香 東葛クリニック病院
白井信広 　 〃
白石　武 かわしま内科クリニック
末光裕紀 東葛クリニック病院
鈴木孝雄 自治医科大学
諏訪智幸 鶴見西口病院
高橋　初 玄々堂君津病院
滝川勝久 啓生会  春日井セントラルクリニック
田口幸雄 西クリニック
竹内洋平 　 〃
田中　智 メディカルサテライト岩倉
長尾尋智 　 〃
長尾真以 　 〃
中村　寛 相模台病院
林　静香 東葛クリニック病院
廣岡大輝 東京工科大学
福田大仁 東葛クリニック病院
星野武俊 大和病院
前田　純 光寿会リハビリテーション病院
前田孝雄 自治医科大学
松金隆夫 東葛クリニック病院
三浦國男 玄々堂君津病院
盛　仁美 横浜栄共済病院
山内　忍 日本工学院専門学校
山川淳一 西クリニック
渡辺信行 　 〃

表 3　支援物品一覧

送　　　付　　　物 送付数

水 水 500 ml（本） 4,293
水 2,000 ml（本） 830
水 1,500 ml（本） 77
水 10 L（箱） 20
200 ml，350 ml 他飲み物（本） 78
500 ml 他飲み物（本） 242
2,000 ml 他飲み物（本） 40

食料品 カップ麺（食） 2,594
レトルト食品（食） 1,918
缶詰（食） 1,123
米（5 kg） 51
その他食料品（箱） 70

子供用 小児用紙おむつ（箱） 122
おしりふき（箱） 52
粉ミルク（箱） 13
アレルギーのある小児の食事（箱） 1
その他ベビー用品（箱） 6

生活用品 トイレットペーパー（箱） 114
ティッシュ（箱） 56
ウエットティッシュ（箱） 18
ペーパータオル（箱） 8
生理用ナプキン（箱） 37
紙おむつ大人用（箱） 17
下着（箱） 14
衣類（箱） 4
タオル（箱） 4
シート類（箱） 13
ごみ袋，ポリ袋（箱） 23
乾電池  単 1, 2, 3（本） 1,252
ホッカイロ（箱） 24
サランラップ（本） 2,712
食器洗い用洗剤（箱） 2
洗濯用洗剤（箱） 47

割り箸，使い
捨て容器等

紙コップ（個） 30
割りばし（膳） 152
使い捨て容器 20

風呂用品 シャンプー・コンディショナー
（箱）

15

ハンドソープ（箱） 17
手洗い石鹸（個） 6
ボディソープ（箱） 3
歯ブラシ，歯磨き粉（箱） 3
その他風呂用品（箱） 1

その他 トレビーノ（箱） 2
文房具セット（箱） 6
防災セット（箱） 15
マスク等衛生セット（箱） 17
ゴム手袋 2
シーツ（箱） 1
その他生活用品等 多数
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提供することができた．表 3 に提供物品一覧を示す．
支援物資送付数は，大箱換算で合計 1,411 個にもの

ぼり，送付開始当初は 4 トントラックで 2 回搬送
（424 個口）したが，その後宅配業者の復旧もあり，
宅配便で 20 回送付（977 個口）した．送付地域は岩
手県，宮城県，福島県の 3 県で，支援物資届け先には
ある程度数の限界があるため，地域で中心的な役割を
担っている施設には近隣の施設への分配もお願いした．
これらの施設には，被災地の中で被災者でありかつ支
援側の役割を担っているにもかかわらず，滞りなく必
要個所に分配していただけた（表 4）．

今回の支援物資は食糧が中心であったが，幼児のオ
ムツや女性の生理用品など，比較的緊急性の感じられ
ない物の需要が多かった．これらの物品についても事
前現地調査により，ある程度のニーズに応えることが
できた．

4　被災地支援施設へのボランティア派遣業務

4-1　経　過

地震発生から 2 日後の 3 月 13 日，日本臨床工学技
士会川崎忠行会長より，同会災害対策委員会（筆者が
委員長）へボランティア派遣の受け皿開設の指示があ
り，同時に日本透析医会医療安全対策委員会委員長杉
崎弘章先生より，日本臨床工学技士会へボランティア
派遣の窓口開設要請があった．現地の状況（ボランテ

ィアニーズ）は日本透析医会災害情報ネットワークに
寄せられた情報を中心に集約し，ボランティア登録の
お願いは日本透析医会災害情報ネットワークに加え，
日本臨床工学技士会のホームページ，およびメーリン
グリストを利用することとなったが，筆者は日本透析
医会災害情報ネットワーク副本部も担当していること
から，比較的スムーズに体制を整えることができた．
同時に日本腎不全看護学会佐藤久光リスクマネージメ
ント委員長よりボランティア派遣の協力宣言があり，
日本透析医会，日本腎不全看護学会，および日本臨床
工学技士会の三会合同でボランティア派遣業務を行う
こととなった（図 3）．

翌 14 日には，それぞれの会のホームページやメー
ル（メーリングリスト）等を利用して，ボランティア
派遣に関する協力要請とボランティアの登録をお願い
する案内文（前述）を掲載した．

日本臨床工学技士会災害対策委員会では，新潟県中
越地震以降，組織の災害対策として，ボランティア派
遣に関するマニュアルを整備する事業を始める予定で
あった．しかし時は経過すれど，一向に具体的になら
ない中，今回の大震災を迎えた．そんななかで，いざ
活動しようにも具体的方法もわからず，多くの方々に
ご迷惑をお掛けしたが，同時に多くの方々にご指導い
ただきながら，今回の派遣業務を開始した．

表 4　支援物資送付先一覧

地　域 物資搬送施設名 個　数
（大箱換算）

岩手県
宮古市
釜石市

大船渡市
陸前高田市

岩手県立宮古病院
楽山会せいてつ記念病院
岩手県立釜石病院
岩手県立大船渡病院
松原クリニック

140
150
140
96
76

宮城県
仙台市

気仙沼市
石巻市
多賀城市

仙台市医療センター仙台オープン病院
仙台社会保険病院
宏人会中央クリニック
気仙沼総合病院
石巻赤十字病院
多賀城腎泌尿器科クリニック

213
143
96
36
77
60

福島県
相馬市
南相馬市
原町市

相馬中央病院
大町病院
小野田病院

108
40
36

合　計 1,411
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4-2　ボランティア登録および派遣状況

日本腎不全看護学会および日本臨床工学技士会を窓
口として登録があったボランティアは，看護師 41 名，
臨床工学技士 91 名の計 132 名だった（表 5）．その内，
実際に任務に就いた方は看護師 16 名，臨床工学技士
15 名の計 31 名で，透析室業務 25 名，視察 7 名（透
析室業務と重複 1 名）であった．派遣延べ日数は 245

日であった．3 月 17 日から最終の 5 月 31 日までのボ
ランティア派遣活動の一覧を表 6 に示す．

ボランティア派遣要請は 3 月 17 日に山形県からあ
った．当初，10 名もの要請があったので手配に手間
取ったが，福島県から支援依頼があった患者（約 100

名）が急遽来なくなったため，ボランティアニーズも

なくなった．そのため，すでに現地入りしていた 3 名
については，それぞれ被災地視察に回ってもらうこと
にした．その後，茨城県より要請があり，2 名のボラ
ンティアを派遣した後，石巻赤十字病院に 5 月末まで
常時 3 名の派遣を行った．

4-3　現地での業務内容

石巻赤十字病院透析室でのボランティア業務につい
ては，派遣者はそれぞれ 1 週間とし，1 回 3 名の派遣
とした．この 3 名については，看護師・臨床工学技士
の資格にかかわらず看護業務を担当した．

石巻赤十字病院透析室での業務内容を表 7 に示す．
基本的な透析室の業務内容であるが，装置操作業務等，
本来の臨床工学技士業務は，並行して派遣されていた
日本赤十字社からの臨床工学技士が行ったため，我々
は看護業務のみであった．業務体系は月・水・金 3 ク
ールおよび火・木・土 2 クールで，基本的に毎日通し
勤務で，日曜日のみ休日としていた．交通は，宿泊施
設の松島のホテルから石巻赤十字病院まで約 30 km

で，東北自動車道と三陸道を通行するルートでも渋滞
があり，1 時間以上かかることもあった．

業務内容については，特に臨床工学技士の業務範囲
に温度差が大きく，また対応できる装置もある程度限
られており，現地のニーズに合った振り分けが必要で
あった．また，今回石巻赤十字病院では，日本赤十字
社より臨床工学技士が医療ボランティアとして派遣さ
れていたことから，我々の業務は看護業務に限定され
た．今回は医会・技士会・看護学会の連携が速やかに

表 5　ボランティア登録数

都道府県 CE Ns 都道府県 CE Ns

北海道
栃　木
茨　城
千　葉
埼　玉
山　梨
東　京
神奈川
新　潟
静　岡
長　野
岐　阜
愛　知
三　重
大　阪
兵　庫

6
1
5
6
2
1
6
5
1
2
2
1
3
1
1
8

3
　
1
1
　
　
1
　
　
1
3
1
6
1
5
　

奈　良
和歌山
滋　賀
岡　山
広　島
山　口
愛　媛
熊　本
長　崎
福　岡
宮　崎
大　分
佐　賀
鹿児島
沖　縄

 3
 1
 2
 4
 6
11
 1
 2
 1
 5
 2
 1

 1

　
 1
 2
 1
 2
　
 2
　
 2
 2
 2
　
 2
 1
 1

計 91 41

図 3　東北地方太平洋沖地震後のボランティア要請・派遣システム

派遣施設 登録

派遣依頼
派遣要請

派遣要請

派遣
調整　（打ち合わせ）

協議→内諾

日本透析医会災害ネット
joho_ml

要請施設の選定

技士会災害対策委員会

施設管理者

要請（受け入れ）施設

ボランティア希望者

派遣の流れ
1．ボランティア希望者（CE. Nrs.）は，技士会災害対策委員会へ登録
2．医師ボランティアは，日本透析医会対策本部へ登録
3．受け入れ施設は日本透析医会災害ネットワークへ要請
4．日本透析医会災害ネットワークは技士会災害対策委員会へ派遣要請
5．技士会災害対策委員会は受け入れ施設と調整
6．技士会災害対策委員会は派遣施設へ派遣依頼
7．派遣施設は受け入れ施設へボランティアを派遣

1．ボランティア業務は透析業務および周辺業務
2．派遣形態は原則として派遣施設から派遣
3．経費の一部または全額を派遣施設へ支弁
4．業務は受け入れ施設の指示に従う
5．行動については自己完結を原則
6．受け入れ施設の選定は医会で行う
7．受け入れ施設との事前調整は技士会で行う
8．その他については医会と技士会にて協議して対処

日本臨床工学技士会・日本腎不全看護学会・日本透析医会
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取れ，また募集の段階で看護業務の可否を掌握してい
たので支障はなかったが，今後は日本赤十字社との連
携も必要になってくるかもしれない．

4-4　衣食住および補償について

ボランティア登録開始当初，責任はすべて自己に帰
すること，衣食住は自己完結型とすること，および交
通費も技士会でできるだけ持つが，交通手段は自前で
調達してほしいことを基本として募集した．しかし，
日本透析医会の協力もあり，宿泊費と交通費は支弁し
ていただけ，またボランティア保険に入れることにな
った．宿泊費と交通費の支弁はボランティアの域を超
えたありがたい対応であるとともに，ボランティア保
険への加入は施設の業務命令による労災保険の適用と
ともに，心強いバックアップであった．

5　おわりに

今回の活動では，十分な準備をしていないままのに
わか活動であったが，ボランティアに登録いただいた

派遣期間 派遣地域・
施設 目　的 職　種 人数

【第 1 陣】
3 月 18（金）～
3 月 19（土）

山形から仙
台へ

視察 臨床工
学技士

2

3 月 17（木）～
3 月 19（土）

山形から福
島へ

視察 臨床工
学技士

1

3 月 18（金）～
3 月 19（土）

山形から仙
台へ

視察 臨床工
学技士

1

【第 2 陣】
3 月 25（金）～
3 月 30（水）

水戸中央病
院

透析室
業務

看護師 2

【第 3 陣】
4 月 4 日（月）～
4 月 9 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 3

4 月 4 日（月）～
4 月 6 日（水）

宮城・福島 視察 看護師 1

4 月 4 日（月）～
4 月 6 日（水）

宮城・福島 視察 臨床工
学技士

2

4 月 4 日（月）～
4 月 6 日（水）

岩手・宮城 視察 臨床工
学技士

1

【第 4 陣】
4 月  8 日（金）～
4 月 16 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 2

4 月  8 日（金）～
4 月 16 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

1

【第 5 陣】
4 月 15 日（金）～
4 月 22 日（金）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 2

4 月 15 日（金）～
4 月 22 日（金）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

1

4 月 15 日（金）～
4 月 17 日（日）

岩手 視察 臨床工
学技士

2

派遣期間 派遣地域・
施設 目　的 職　種 人数

【第 6 陣】
4 月 22 日（金）～
4 月 30 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

3

【第 7 陣】
4 月 29 日（金）～
5 月  7 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 1

4 月 29 日（金）～
5 月  7 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

2

【第 8 陣】
5 月  6 日（金）～
5 月 14 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 2

5 月  6 日（金）～
5 月 14 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

1

【第 9 陣】
5 月 13 日（金）～
5 月 21 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 2

5 月 13 日（金）～
5 月 21 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

1

【第 10 陣】
5 月 20 日（金）～
5 月 28 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

看護師 1

5 月 20 日（金）～
5 月 28 日（土）

石巻赤十字
病院

透析室
業務

臨床工
学技士

2

※登録人数：132 名（看護師 41 名，臨床工学技士 91 名）
※派遣人数：透析室業務 25 名，視察 7 名（重複 1 名含）
　派遣総数：31 名（看護師 16 名，臨床工学技士 15 名）
　派遣延べ日数：245 日

表 6　ボランティア派遣実績

表 7　石巻赤十字病院透析室での業務内容

 1. 患者入室時の歩行介助
 2. 透析開始前のバイタルチェック
 3. 消毒や穿刺針の準備
 4. ステートでのシャント確認
 5. 穿刺
 6. 開始時の透析条件と穿刺部位を介助者とダブルチェック
 7. 透析中の様子観察とその報告
 8. 返血時の止血（返血は必ず 2 名で行う）
 9. 終了時のバイタルチェック
10. 患者退室介助
11. ベッドメイク
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多くの方々，側面からご協力いただいた透析関連業者
の方々，そして日本透析医会の支えにより，円滑に業
務が遂行できた．ただ，今後は所属施設の扱い，ボラ
ンティア保険，または自己責任を標準化すること，さ
らにはコーディネーターの現地派遣を基本に，人員振
り分け，衣食住の確保，交通手段の手配等を簡便に行

える，よりわかりやすいボランティア派遣システムを
構築する必要がある．また，支援物資供給に関しても，
被災現場のニーズをいかに正確に掌握できるかが大き
なカギとなる．そのために早期の現地派遣等，素早い
対応が可能になるようなシステムを構築していかなけ
ればならない．
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要　旨

アルブミンは膠質浸透圧の保持，物質の貯蔵・運搬
作用などを有しており，最近，抗酸化作用が注目され
ている．透析患者ではアルブミンの量的・質的変化が
生じており，血清アルブミン値や還元型/酸化型アル
ブミン比は生命予後や心血管系合併症に影響する．

近年，水溶性尿毒素は低分子蛋白領域まで除去可能
となったが，インドキシル硫酸や p-cresyl sulfate，
CMPF などのアルブミン結合毒素の除去が困難であ
り，蓄積している．これらを除去するために，アルブ
ミン透析，希釈法，N-B 転移法など新しい血液浄化
法が研究されている．

はじめに

ヒトアルブミン（human serum albumin;  HSA）は，
血漿膠質浸透圧の保持作用と，ホルモンなどの内因性
物質や薬剤などの外因性物質と結合し輸送坦体として
の作用が知られている．最近 HSA の抗酸化物質とし
ての役割，各種疾患における HSA の量的・質的変化，
HSA と結合する毒素（アルブミン結合毒素）の解明，
HSA が持つ多分子結合能（非特異的に様々な物質を
結合させる能力）を吸着の原理として用いた新しい血
液浄化療法（アルブミン透析，extracorporeal albumin 

dialysis;  ECAD）の開発などが注目されている．

1　ヒトアルブミン

1-1　HSA の構造

HSA は 585 個のアミノ酸残基からなる分子量約
66,500 Da の蛋白質であり，非常に柔軟な形状の立体
構造を呈している．その構造は aヘリックスと高い
相同性のある三つのドメイン構造（ドメイン I，ドメ
イン II，ドメイン III）である．また HSA の分子内に
35 個のシステイン（Cys）基を有しており，そのうち
の 17 対はジスルフィド結合を形成し，HSA の立体構
造の構築や安定化に大きく寄与している．その一方，
一次配列で 34 番目の Cys の SH 基は唯一遊離した状
態で存在している．この遊離 SH 基は共有結合や抗酸
化能などに関与している．

HSA は，この SH 基がフリーな状態を還元型アルブ
ミン（human mercaptoalbumin;  HMA）と呼び，また
SH 基になんらかの物質が結合し，修飾された状態を
酸 化 型 ア ル ブ ミ ン（human nonmercaptoalbumin;  

HNA）と呼ぶ．血中では，HMA と HNA が混在して
おり，各種疾患においてその割合が異なる（図 1）1）．

1-2　HSA の働き

HSA は，主として血漿膠質浸透圧の維持作用と様々
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な物質の輸送担体としての作用を持つ（表 1）．血漿
膠質浸透圧の維持は，その約 80％ がアルブミンに依
存している．また HSA の輸送担体としての作用は，

HSA が持つ非特異的に様々な物質を結合させる能力
（多分子結合能）に由来している．この多分子結合能
にて，様々な物質を結合することにより，HSA には
重要な細胞外抗酸化作用が期待されている．

結合部位として現在のところ，サイト I，サイト II，
サイト III，金属イオン結合サイト，34Cys における共
有結合サイト，ビリルビンサイト，遊離脂肪酸結合サ
イトなどのサイトが明らかにされている．これらのサ
イトに脂肪酸，ホルモンなどの内因性物質や薬物など
外因性物質が特異的に結合することにより（表 2，図

2），それらの物質の貯蔵・運搬・安定化・解毒化など
が行われ，その強力なラジカルスカベンジャー作用，
酸化還元緩衝作用，酵素的作用が注目されている．

図 1　酸化型・還元型アルブミン
　　　　　　　　　　　　　　　  （文献 1 より）
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表 1　アルブミンの作用

1. 血漿膠質浸透圧の保持作用
2. 薬物，脂肪酸，金属などの運搬作用
　　→金属（銅や鉄など）と結合し，これらの金属に 
　　　よるラジカル産生を防止
3. 抗酸化作用
　　→強力なラジカルスカベンジャー作用
　　　好中球活性の抑制
　　　　赤血球膜脂質過酸化防止
4. 酸化還元緩衝作用
5. 酵素的作用

図 2　ヒトアルブミンにおける結合様式

カプトリル，一酸化窒素
N-アセチルシステインなど Cu2＋，Fe2＋

Ni2＋などN末端

金属
サイト

ジギトキシン
ジゴキシン
など

サイトⅢ

CMPF,
HAなど

増強 or×

FFAの第一
結合サイト

C末端

サイトⅡ（FFAの
第二結合サイト） FFA

ビリルビン
サイト

ビリルビン

ケトプロフェン，ジアゼパム
中鎖脂肪酸など

IA：indole-3-acetate　　HA：Hｉppuric acid　　FFA：遊離脂肪酸
AGEs：advanced glycation end products　　×：結合を阻害

IS，IA，
AGEsなど

ワーファリン
フェニトイン
フロセミド
チロシンなど

＊：FFAはサイトⅠの
結合を増強する．
しかし著しくFFAが
増加した時はサイトⅠ
を直接阻害する．

34Cys
サイト

サイトⅠ

×

×
××

×

＊



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 3　2011520

サイト I は少なくとも三つのサブサイトから構成さ
れており，優れた構造適応性（柔軟性）を有している．
214Trp などの疎水性アミノ酸残基からなる疎水領域に
陽電荷が存在する構造をしており，特に 214Trp は抗酸
化アミノ酸残基として重要である．またサイト I の一
部はビリルビンサイトの役割と重複する．サイト I に
は，ワルファリン，フェニトイン，フロセミド，チロ
シンなどの薬剤や，ビリルビン，3-carboxy-4-methyl-

5-propyl-2-furanpropionic acid（CMPF）などの物質が
特異的に結合する．

サイト II は，負の電荷を有する薬剤の結合サイト
とベンゾジアゼピン結合サイトの二つのサブサイトか
ら成り立っている．ケトプロフェン，ジアゼパムなど
の薬剤や，IS，PCS，L チロキシン，L トリプトファ
ンなどの物質が特異的に結合する．またサイト II は

遊離脂肪酸の第二サイトとしての役割も果たしている．
サイト III にはジギトキシン，ジゴキシンなどの薬

剤が特異的に結合する．
金属イオン結合サイトは Cu2＋，Zn2＋，Fe2＋など二

価遷移金属に対する結合性が強く，これらの金属を結
合し，解毒作用を発揮する．

34Cys における共有結合サイトは，遊離の反応性が
高い SH 基を有しており，血液中のラジカルのスカベ
ンジャーあるいはリザーバーとして機能する．

34Cys 結合サイトはカプトリル，N アセチルシステ
インなど薬剤や，一酸化窒素（NO）などと結合する．
特に血管弛緩因子である NO と結合することにより，
NO リザーバーとしての大きな役割を果たしている．

1-3　各種病態における HSA

各種病態，特に肝不全・腎不全に伴う HSA の量
的・質的変化は，表 1 に示すような HSA の本来の働
きが低下し，その結果，体内の恒常性維持機能の脆弱
化を引き起こす．

（1）　量的変化
血液透析患者において，低栄養や慢性炎症の持続に

より低アルブミン血症を来たしやすい．血液透析患者
において，低アルブミン血症は重要な予後規定因子で
あることが，これまでに数多く報告されている2, 3）．

本邦では，血清アルブミン値が 4.0 g/dl 以上の維持

表 2　アルブミン結合サイトと物質

結合サイト 結　合　物　質

サイト I ワルファリン，フェニトイン，フロセミド，
チロシンなどの薬剤，ビリルビン，CMPF
など

サイト II ケトプロフェン，ジアゼパムなどの薬剤，中
鎖脂肪酸，IS，L チロキシン，L トリプトフ
ァンなど

サイト III ジギトキシン，ジゴキシンなど薬剤
34Cys 共有 カプトリル，N アセチルシステインなど薬剤，

一酸化窒素など

金属イオン 銅，鉄，ニッケルなど金属

図 3　血液透析によるアルブミンの質的変化
　　　　　　　　　　　　   （文献 1 より）
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透析患者は全体の 27.1％ のみであり4），半数の患者が
4.0 g/dl 以上を厳守できれば生存年数の改善が期待さ
れる5）．

（2）　質的変化
1985 年，高速液体クロマトグラフィー（HPLC）に

よる血清分析により，アルブミン分画を HMA および
HNA の二峰に分離すると，健康人血清では HMA/

HNA 比が大であり，慢性腎不全患者では HMA/HNA

比が小さくなることが明らかになった．またこの比率
は血液透析により，正常パターンに近くなることが報
告された（図 1，図 3）1）．

さらに，HNA は含硫アミノ酸と可逆的に S―S 結合
した HNA-1 と活性酸素異種などにより不可逆的に酸
化された HNA-2 に分けられ，正常な血漿では，HMA

が約 75％，HNA-1 が約 25％，HNA-2 はきわめて少な
い．

このような血清アルブミンの HPLC 分析は，血液
透析患者の酸化的ストレスの評価における有効性6）や，
心血管系合併症の危険因子である可能性7）が報告され
ている．

2　アルブミン結合尿毒素

2-1　尿毒素が与える影響

肝臓や腎臓から代謝・排泄される毒素は，分子量や
水溶性あるいはアルブミン結合性などの性質により分
類される．そのため肝不全治療における血液浄化療法
は，これらの事を勘案し血液浄化療法が選択され，ビ
リルビン（分子量：585）などのアルブミン結合肝毒

素の蓄積に対し，血液透析（濾過）だけでなく他の血
液浄化療法を併用した集学的治療が行われている．

末期腎不全患者に対して行われる腎臓代替治療とし
ての血液浄化療法は，高性能血液浄化膜や直接血液灌
流型 b2-microglobulin（b2MG）吸着器などの血液浄化
器の開発，および on-line HDF をはじめとする血液浄
化療法技術の進歩に伴い，水溶性尿毒素は低分子蛋白
領域まで除去可能となった．その一方，アルブミン結
合尿毒素（albumin binding uremic toxins;  ABT）は分
子量 66,500 のアルブミンと結合するため，小分子量
領域の ABT であっても除去は困難であり，体内に蓄
積する．

尿毒素は分子量 500 以下の遊離水溶性小分子量尿毒
素，ABT（表 3），中分子量尿毒素に分類される8）．透
析患者における ABT の蓄積は，ABT の直接的な悪影
響のみならず，アルブミンと結合することにより，先
述したアルブミンが持つ本来の働きを妨げ，全身にな
んらかの悪影響を与えている危険性がある．しかし
ABT は，積極的な除去方法が確立されていないだけ
でなく，簡易な測定方法および評価もされていないの
が現状である．

血清アルブミンの量的変化は，アルブミンの結合サ
イトにおける結合能の強弱に均一的な影響を与えるが，
ABT の蓄積など血清アルブミンの質的変化は，特定
の結合サイトにおける結合能に影響し，不均一な影響
を与える．

インドキシル硫酸（indoxyl sulfate;  IS）や indole-3-

acetate（IA）などはサイト II に結合し，ケトプロフ
ェン，ジアゼパム，中鎖脂肪酸などの結合を競合的に

表 3　アルブミン結合尿毒素

2-methoxyresorcinol （140）
3-deoxyglucosone （162）
CMPF （240）
Fructoselysine （308）
Glyoxal （58）
Hippuric acid （179）
Homocysteine （135）
Hydroquinone （110）
Indole-3-acetic acid （175）
Indoxyl sulfate （251）
Kinurenine （208）
Kynurenic acid （189）
Leptin （16,000）

Melatonin （126）
Methylglyoxal （72）
Nf-（carboxymethyl） lysine （204）
p-cresol （108）
Pentosidine （342）
Phenol （94）
P-OHhippuric acid （195）
Putrescine （88）
Quinolinic acid （167）
Retinol-binding protein （21,200）
Spermidine （145）
Spermine （202）

物質名（分子量）
CMPF：3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acid

（文献 8 より引用）
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阻害する．馬尿酸（hippuric acid;  HA）や CMPF など
はサイト I に結合し，ワーファリン，フェニトイン，
フロセミド，チロシンなどの結合を競合的に阻害する．
またビリルビンサイトはサイト I の近隣に位置してい
るため，ビリルビンもサイト I において競合的に阻害
する．HSA の糖化（advanced glycation end products;  

AGEs 化）は，サイト II におけるリガンド結合性の低
下を認める．遊離脂肪酸（free fatty acid;  FFA）の第
一結合サイトはサイト II の近隣に位置するため，FFA

が増加してくるとサイト II（FFA の第二結合サイ
ト）の結合を阻害するが，その時点ではサイト I の結
合を増強する．しかしヘパリンの投与など著しく
FFA が増加したときは，逆にサイト I の結合を阻害す
る（図 2）．

2-2　主なアルブミン結合尿毒素

（1）　インドキシル硫酸
IS はトリプトファンから産生される腸内細菌叢由

来腐敗産物の一つである．トリプトファンが腸内細菌

叢によりインドールに代謝され，腸管から血中へ吸収
され，肝臓にて IS に代謝され，腎臓を経由し尿中へ
排泄される．これまでに IS は，保存期腎不全患者に
おける腎不全進行促進因子として様々な研究が行われ
てきた．血液透析患者においては，免疫能への悪影
響9），骨における PTH の抵抗性10），動脈硬化のリスク
ファクタの一つであること11）などが報告されている．

我々は，IS 濃度を測定し，10 年間経過観察が行え
た 35 名（平均年齢 57.5±10.1 歳，平均透析歴 5.5±5.3

年）を検討したところ，IS の中央値は 109.3（nmol/

ml）であり，中央値以上の IS 高値群は，中央値未満
の IS 低値群に比べ，有意な生存率の低下が認められ
た（図 4）．またこの 10 年に 35 名のうち 18 名が死亡
し，血清 IS 濃度と観察期間をみたところ，血清 IS 濃
度高値の患者ほどより早期に死亡していた（図 5）．

以上のように，血液透析患者において IS は，予後
を規定する因子の可能性が考えられた．

図 4　インドキシル硫酸と生存率
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図 5　死亡患者における血清インドキシル硫酸濃度と観察期間

観察期間
（年）

スピアマン順位相関係数検定

p＜0.05

500

400

300

200

100

0
0 2 4 6 8 10

血清IS値
（nmol/ml）

（n＝18）
r＝－0.55



アルブミンとアルブミン結合毒素 523

（2）　p-cresyl sulfate（PCS）
PCS は，チロシンから産生される腸内細菌叢由来

腐敗産物の一つである．チロシンが腸内細菌叢により
p クレゾールに代謝され，腸管から血中へ吸収され，
肝臓にて PCS に代謝される．PCS は IS と同様に，保
存期腎不全患者における腎不全進行促進因子であ
る12, 13）．Free の PCS は CKD 患者の心血管合併症，生
命予後の予測因子であることが報告14）されている．

（3）　CMPF

赤血球産生の抑制，ミトコンドリア呼吸の抑制，酸
化ストレスなどを介して，CMPF は IS や PCS と同様
に，腎不全進行や CKD の合併症に関与している．

3　ABT と血液浄化療法

3-1　従来の血液浄化療法による ABT の除去

通常の血液透析および血液透析濾過にて，各種 ABT

の除去について 35 名の患者を対象に検討した．患者
背景を表 4 に示す．

各物質の除去率を計算したところ，b2MG，a1-mi-

croglobulin（a1MG），尿素窒素の除去率は，それぞれ
72.52±6.30％，19.07±12.65％，69.98±5.12％ であっ
たのに対し，IS，PCS，CMPF の除去率はそれぞれ
42.27±12.75％，42.69±22.25％，－3.96±50.93％ と
不良であった（図 6）．また HD と HDF の治療別の除
去率を検討した（表 5）．b2MG の除去率は HD 群に
比べ HDF 群のほうが有意に除去率が高値であったが，
その他の物質の除去率に明らかな有意差がなく，IS

および PCS の除去率においては HD 群のほうが高い
傾向がみられた．

また IV 型あるいは V 型血液透析膜別の除去率を検

表 4　患者背景

対象患者数
性　別
平均年齢
平均透析期間
透析療法
原疾患

平均透析時間
平均 QB
平均 DW
平均除水量

35 名
男 21 名，女 14 名

60.06±10.87 歳
10.60±5.18 年

HD：21 名，HDF：14 名
CGN：20 名，DM：9 名，腎硬化症：3 名

妊娠中毒症：1 名，腎盂腎炎：1 名
不明：1 名

4.2±0.2 時間
212.9±25.6 ml/min

58.13±13.74 kg
3.07±0.96 L

図 6　各物質の除去率
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表 5　治療法別除去率

HD 群 HDF 群

患者数（名） 21 14

性　別
　男（名）
　女（名）

14
  7

  7
  7

平均年齢（歳） 58.92±12.23 61.79±8.6　

平均透析期間（年） 10.38±5.72 10.93±4.4　

原疾患（名）
　CGN
　DM
　腎硬化症
　妊娠中毒症
　腎盂腎炎
　不明

10
  5
  3
  1
  1
  1

  7
  7

平均透析時間（時間） 4.14±0.23 4.25±0.26

平均 QB（ml/min） 205.7±21.6 223.6±28.2

平均 DW（kg） 55.70±8.64 61.79±18.84

平均除水量（L） 3.06±0.99 3.08±0.95

平均置換液量（L） ― 6.7±2.8

除去率（％）
　b2-MG
　a1-MG
　IS
　PCS
　CMPF
　尿素窒素†2

69.7±6.0
17.2±15.6
44.6±13.0
46.4±24.8

－11.7±55.6　
68.6±4.9

 76.8±4.0†1

21.9±5.5
38.8±12.0
37.1±17.1
  7.6±42.4
72.0±4.9

†1　p＜0.001
†2　尿素窒素以外 Ht 補正あり．
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討した（表 6）．a1MG の除去率に関しては V 型膜が
有意に高く，また b2MG に関しては高い傾向がみら
れた（p＝0.057）．その反面 IS に関しては，V 型より
IV 型の除去率が高い傾向がみられた（p＝0.057）．こ
れらの検討は，症例数が少ないこと，平均 dry weight

にばらつきがあることなどが影響している可能性を否

定できないが，ABT の除去については個々の透析膜
の特性を検討する必要があると考えられた．

3-2　新しい血液浄化療法による ABT 除去

前述したように，従来の血液浄化療法では ABT の
除去効率が不良であった．これらの欠点を補うべく，
アルブミン透析，希釈法，N-B 転移法など新しい血
液浄化法が検討されている．

（1）　アルブミン透析
先述したように，アルブミンは物質を非特異的に結

合させるサイトを数多く有している（多分子結合能）．
この多分子結合能に注目し，アルブミンを吸着材とし
て応用した血液浄化療法が，アルブミン透析（extra-

corporeal albumin dialysis;  ECAD）である．ECAD で
は，従来の透析液にアルブミンを添加したアルブミン
添加透析液（albumin dialysate;  AD）と高性能血液透
析膜を用いることで，ABT を選択的に除去すること
が可能である．

対照液に，既知の濃度に ABT とアルブミンと結合

表 6　透析膜別除去率

IV 型 V 型

患者数（名） 5 8

ダイアライザー
　APS-21SA 群（名）
　APS-21E（名）
　APS-21EA（名）

5
―
―

―
3
5

DW（kg） 58.6±4.9 62.3±7.0

除去率（％）
　b2-MG
　a1-MG†

　IS
　PCS
　CMPF
　尿素窒素

67.2±5.8
6.7±3.6

52.7±16.4
45.0±27.6
  5.7±39.3
68.3±2.0

73.4±2.9
34.9±8.3
36.0±11.0
40.2±27.0

－15.2±82.9　
64.6±3.8

†　p＜0.05

図 7　アルブミン結合尿毒素の変化
　　　　　　　　　　　　　　   （文献 15 より引用）
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しないクレアチニンを溶解した重炭酸透析液を用い，
また透析液に重炭酸透析液および 5％ アルブミン添加
重炭酸透析液を用いて，2 時間の灌流実験を行った．
透析液に重炭酸透析液を用いた場合，対照液および透
析液の溶媒が同じであるため，溶質（各種 ABT）は
拡散の原理にて同濃度になり，それ以上物質の濃度的
な移動は生じなかった．しかし AD を用いた場合は，
対照液より透析液中濃度が高くなる逆転現象が認めら
れた．またこの ABT 濃度の逆転現象は，アルブミン
と結合しないクレアチニンでは認められず，これらの
結果より，アルブミンは ABT に対する親和性のある
吸着剤であることが考えられた（図 7）15）．

ECAD は「水溶性毒素のみならず ABT を除去する
ことを目的に体外循環と AD を用いた治療法」と定義
され，最大の目的は肝不全などの ABT が蓄積した病
態において，AD を用いることにより蓄積した ABT

を体内から除去し，キャリアープロテインとしての働
きや緩衝作用などアルブミン本来の働きを取り戻すこ
とにより，全身状態の改善をはかることである．これ
ま で に ECAD の 臨 床 応 用 と し て，欧 米 を 中 心 に
MARS®（Molecular Adsorbent Recirculating System）
が行われている．

MARS® の臨床効果として，単なるビリルビンなど
の ABT の除去による肝性脳症の改善や難治性瘙痒症
の症状軽減のみならず，内因性血管拡張物質などの除
去による循環動態の改善，またその結果引き起こされ
る肝腎症候群の改善効果など，様々な臨床効果が報告
されている（表 7）．

（2）　N-B 転移法，希釈法
HSA は pH 7 から pH 9 の領域で N-B 転移と呼ばれ

るコンフォメーション変化を生じる．IS，IA，CMPF

においてこの変化をみたところ，IS と IA では pH の
上昇に伴う結合性の変化はごくわずかであったが，

CMPF の結合性は pH の上昇に伴い著しい低下を認め
た16）．

また IS は希釈することにより，蛋白からの遊離率
が上昇することが報告されており17），N-B 転移や希
釈を用いた血液浄化療法による効率的な ABT の除去
効果が期待される．

まとめ

ABT に関しては，臨床的な影響などまだ不明な点
が多く，大規模な検討が必要である．また ABT の簡
易な測定方法と効率的な除去方法の確立が望まれる．
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要　旨

活性型ビタミン D 使用の有無で透析患者の死亡リ
スクに差が認められ，活性型ビタミン D の多面的作
用が注目されている．ビタミン D 受容体は心血管系，
内分泌系，神経・筋肉系，免疫系，腎臓など広範囲に
分布し，活性型ビタミン D は様々な生命機能に関与
しうる．慢性腎不全は活性型ビタミン D 欠乏状態で
あり，適切な補充により，透析患者の諸機能の改善や
長寿に役立つ可能性がある．

1　はじめに

活性型ビタミン D が生命予後に影響する可能性は，
透析患者における観察コホートにより指摘された．活
性型ビタミン D には骨ミネラル代謝調節機能があり，
古典的作用として知られていた．それ以外にも多面的
作用を有していることが以前から報告されていたが，
非古典的作用として，最近改めて注目されるようにな
った．本稿では，慢性腎臓病患者のコホート研究の成
績を整理し，非古典的作用について概説しながら，透
析医療における活性型ビタミン D 製剤の位置づけに
ついて，考察する．

2　慢性腎臓病患者における観察コホート研究

2-1　活性型ビタミン D 製剤投与の有無と死亡リスク

透析患者の生命予後とビタミン D に関連する主要
な報告を，表 1 にまとめた．この中で，おそらく世界

で最初の報告は，日本透析医学会統計調査委員会によ
る「わが国の慢性透析療法の現況（1998 年 12 月 31

日現在）」である．77,486 例の透析患者の 1 年間にわ
たる観察において，年齢，性別，透析年数，糖尿病の
有無に対して調整した死亡リスクは，活性型ビタミン
D 使用群で 24％ 低かった．さらに血清 Ca，P，PTH

のいずれで調整しても，活性型ビタミン D 使用と低
い死亡リスクとの関連は有意であった．

我々1）は，242 例の維持透析患者の平均 5 年間の観
察的コホートにおいて，類似の結果を報告した．すな
わち，1992 年当時にアルファカルシドール内服を定
期処方されていた群と処方されていなかった群で予後
を比較したところ，アルファカルシドール投与群で有
意に心血管系死亡のリスクが低かった（ハザード比
0.37； 95％ 信頼区間 0.246～0.578）．コホートサイズ
が小さいため，ハザード比の信頼区間が広く，調整因
子数にも制約があったが，活性型ビタミン D 投与の
有無と心血管死亡との関連を報告した初めての英語論
文になった．

その後，海外からの報告が相次いだ．維持透析患者，
新規透析導入患者，腹膜透析患者，保存期腎不全のコ
ホート（表 2）でも，ほぼ同様の報告がある．

2-2　活性型ビタミン D 製剤投与量と死亡リスク

Kalantar-Zadeh ら2）によると，静注パリカルシトー
ル非投与群に対し投与群で死亡リスクが低いが，投与
量が多い群ではかえって死亡率が非投与群に近づく
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表 1　透析患者の生命予後とビタミン D の関連を検討した観察的コホート研究

報　告 対　象 観察期間 結　　果

日本透析医学会統計調
査 委 員 会「1998 年 12
月 31 日現在の現況」

血液透析患者
N＝77,486

1 年 活性型ビタミン D 使用群で死亡リスクが 24％ 低かった（年齢，性別，透
析年数，糖尿病の有無に対して調整）．さらに血清 Ca，P，PTH のいずれ
で調整しても，活性型ビタミン D 使用と死亡低リスクとの関連は有意で
独立．

Shoji T, et al.
NDT, 2004 

維持血液透析患者
N＝242

5 年 アルファカルシドール投与群で有意に心血管系死亡のリスクが低く，ハザ
ード比は 0.37（95％ 信頼区間 0.246～0.578）．

Teng M, et al.
JASN, 2005 

透析導入患者で導入後
90 日以上生存
N＝51,037

2 年 静注製剤ビタミン D 使用群の非使用群に対する全死亡の相対リスクは
0.75．層別解析にて，Ca，P，PTH レベルによらず，ビタミン D 使用群で
死亡リスクが有意に低い．

Kalantar-Zadeh K, et al.
Kidney Int, 2006 

維持血液透析患者
N＝58,058

2 年 静注パリカルシトール非投与群に対し，投与群で死亡リスクが低い．投与
量が多い群ではかえって死亡率が非投与群に近づく U 字型になる．

Naves-Diaz M, et al.
Kidney Int, 2008

血液透析患者
N＝16,004

16 か月 ラテンアメリカ 6 カ国の CORES study．非投与群に比較して，経口活性
型ビタミン D 製剤使用群は総死亡リスクが低く，死因別では心血管，感
染症，悪性腫瘍のいずれでも低リスクであった．Ca，P，PTH の値とは独
立．ビタミン D 低用量で死亡リスクが最低になる U 字型の関連．

Shinaberger CS, et al.
CJASN, 2008 

維持血液透析患者
N＝34,307

3 年 パリカルシトール投与量/intact-PTH 比をビタミン D 使用量のインデック
スとして解析すると，この指標が高いほど死亡率が低い．

Teng M, et al.
N Engl J Med, 2003

維持血液透析患者
N＝67,399

3 年 カルシトリオール使用群とパリカルシトール使用群との比較において，パ
リカルシトール群で死亡率が 16％ 低かった．CA，P，PTH の値とは独立．

Tentori F, et al.
Kidney Int, 2006 

導入時血液透析患者
N＝7,731

37 週 カルシトリオール使用群，パリカルシトール使用群，およびドキサカルシ
フェロール使用群での比較．総死亡リスクは後二者のアナログ使用群で低
いものの，多変量で調整すると統計学的に有意差なし．

Melamed ML, et al.
Kidney Int, 2006 

腹膜透析 274 例を含む
導入時透析患者
N＝1,007

3 年 CHOICE 試験のサブ解析．ビタミン D 使用あり群の相対死亡リスクは
0.62，時間依存的解析で 0.73～0.74，27％ 程度の死亡リスク低値が示され
た．

Wolf M, et al.
Kidney Int, 2007 

導入時血液透析患者
N＝825

90 日 活性型ビタミン D 使用の有無，血中 25（OH）D 濃度，1,25（OH）2D 濃度と導
入後 90 日までの総死亡リスクを解析した nested case control study．死亡し
た 175 症例に対してマッチさせた生存群を 750 症例設定し，825 症例のビタ
ミン D 濃度を測定．ビタミン D 欠乏がありかつビタミン D 投与のない群
は，ビタミン D 濃度が高くかつビタミン D 治療を受けた群より死亡リスク
が高かった．ビタミン D 濃度による死亡リスクの予測力を，1,25（OH）2D
と 25（OH）D で比較すると，25（OH）D の方が優れる．

Wang AY, et al.
Am J Clin Nutr, 2008 

腹膜透析患者
N＝230

3 年 25（OH）D 濃度低値は，死亡や心血管系イベント発症高リスクと関連して
いたが，GFR や心エコー所見を説明変数に加えると，25（OH）D 濃度とア
ウトカムとの関連性は薄れた．層別解析により，左室肥大や左室収縮力の
状態によって，25（OH）D 濃度とアウトカムとの関連に違いがあることが
示された．

Tentori F, et al. 
NDT, 2009

血液透析患者
N＝38,066

1.3 年 1996 年から 2007 年の 12 カ国からなる 3DOPPS コホートの解析．ビタミ
ン D 使用と死亡リスクとの関連を詳細に検討．（1）標準的な Cox 回帰分
析を行い，調整因子なしの場合はビタミン D 使用群で 14％ 死亡リスクが
低く統計学的に有意．これを人口統計因子で調整してもなお有意．さらに
合併症や臨床検査値で調整を加えると有意ではなくなった．（2）周辺構造
モデル（marginal structural model）を用いて解析すると，16％ 死亡リス
クが有意に低かった．（3）4 カ月ごとの処方状況に基づき，使用群・非使
用群のラベルの更新を繰り返す time-varying な解析では，調整の有無にか
かわらず，また周辺構造モデルを用いても，ビタミン D 使用は低い死亡
リスクと有意に関連．（4）患者単位ではなく，施設単位で検討．活性型ビ
タミン D 処方患者の割合が高い施設と低い施設では，死亡リスクに差が
なかった．
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「U 字型」になっていた．別のグループからも，経口
活性型ビタミン D 製剤について，類似の U 字型現象
が報告されている．高用量の活性型ビタミン D を用
いている患者というのは，おそらく二次性副甲状腺機
能亢進症が高度であり，そのことが死亡率に悪影響を
与えている可能性があると考察される．そこで，Kal-

antar-Zadeh ら3）は，パリカルシトール投与量/intact-

PTH 比をビタミン D 使用量のインデックスとして再
解析し，この指標が高いほど死亡率が低いことを示し
た．これにより，「相対的活性型ビタミン D 投与量」
が多いほど，死亡リスクが低いという直線関係を導い
た．

2-3　ビタミン D 製剤間における死亡リスクの差異

Teng ら4）は，カルシトリオール使用群とパリカル
シトール使用群との比較を行ったところ，パリカルシ
トール群で死亡率がより低かった．一方，Tentori ら5）

によると，カルシトリオール使用群を対照群とし，パ
リカルシトール使用群，およびドキサカルシフェロー
ル使用群における総死亡リスクを比較したところ，総
死亡リスクは後二者のアナログ使用群で低いものの，
多変量で調整すると統計学的に有意ではなくなった．
この問題は，今後さらに検討が必要と思われる．

2-4　透析患者におけるビタミン D と死亡原因

我々の報告1）を除くこれまでの大部分の報告が，活
性型ビタミン D 製剤使用の有無と全死亡のリスクを
解析していたのに対し，南米 6 カ国のレジストリーの

報告6）は，経口活性型ビタミン D 製剤使用の有無と死
亡リスクとの関連を，死亡原因を区別して提示してい
る．

追跡期間 16 カ月のデータを時間依存性モデルで
Cox 解析したところ，8,801 例のビタミン D 非投与群
に比較した 7,203 例のビタミン D 投与群のハザード比
は，多変量で調整して，全死亡で 0.55（0.49～0.63），心
血管死亡で 0.55（0.45～0.67），感染症死で 0.52（0.39～
0.68），悪性腫瘍死で 0.53（0.34～0.82）であった．こ
れは，「多面的作用」を表わしている可能性がある．

3　ビタミン D の多面的作用

活性型ビタミン D の全身的作用・多面的作用につ
いて，表 3 にまとめた．

3-1　ビタミン D と心臓・血管系

VDR ノックアウトマウスでは心肥大が生じ，その
心肥大はカプトプリルにより抑制される7）．また，
Dahl 食塩感受性ラットモデルにおいて，食塩負荷で
誘発した心肥大をパリカルシトール投与は抑制する．
二次性副甲状腺機能亢進症のある透析患者に対して，
カルシトリオールやパリカルシトール静注療法の前後
で，心肥大の改善，心臓収縮能の上昇が観察される．
これらは，活性型ビタミン D で心筋内の RAS を抑制
することを示唆する．

ビタミン D が抗動脈硬化作用的に作用しうる．マ
クロファージの培養液に 1,25（OH）2D3 を添加すると，
生理的濃度でスキャベンジャー受容体（MSR）発現

表 2　未透析慢性腎臓病患者の生命予後とビタミン D の関連を検討した観察的コホート研究

報　告 対　象 観察期間 結　　果

Shoben AB, et al.
JASN, 2009 

CKD stage 3～4
N＝1,418

1.9 年 calcitriol を新規に使用開始する患者，あるいは非使用患者の観察コホート
で，calcitriol 使用群で死亡リスクが 26％ 低く，死亡または透析導入リス
クが 20％ 低かった．Ca，P，PTH による層別解析でも確認された．

Kovesdy CP, et al. 
Arch Intern Med, 2008 

CKD stage 2～5
N＝520

2.1 年 calcitriol 内服群が，透析導入前死亡で 47～65％ 低リスク，死亡または透
析導入で 28～54％ 低リスク，透析導入で 5～33％ 低リスク．Ca，P，
PTH などで分けた層別解析でも確認．

Inaguma D, et al.
CEN, 2008

CKD stage 3～4
N＝226

最大
11 年

血中 1,25（OH）2D 濃度＜20 pg/mL の群では，それ以上の群に比較し，総
死亡のリスクが高かった．多変量 Cox モデルで調整すると，有意ではな
くなった．

Ravani P, et al.
KI, 2009

CKD stage 2～5
N＝168

48 カ月 Zoccali のグループからの報告．血中 25（OH）D 濃度は eGFR と相関し，死
亡や透析開始の予測因子．eGFR を含む諸変量で調整した多変量解析 Cox
解析でも，独立した予測因子．

Barreto DV, et al. 
CJASN, 2009 

CKD stage 2～5
N＝140

18 カ月 血中 25（OH）D 低値は高い死亡率と関連．血管石灰化・PWV で調整して
も有意で独立．
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を抑制し，変性リポ蛋白の結合，分解，泡沫化が抑制
される8）．血管平滑筋細胞に対しては，ビタミン D 除
去で増殖促進，過剰のビタミン D でも増殖促進が報
告されており，U 字型現象に類似する．リポポリサッ
カライドによる血管内皮細胞の炎症反応は，ビタミン
D 存在下で抑制される．

3-2　ビタミン D と代謝・内分泌系

活性型ビタミン D の Ca，P，PTH レベル調整作用
は，古典的に確立している．それ以外にも，非古典的
作用の可能性が示されている．

1980 年代の本態性高血圧患者における観察研究で，
血漿レニン活性と 1,25（OH）2D 濃度が逆相関すること
が知られていたが，その機序についてはよく理解され
ていなかった．2002 年になり，ビタミン D 受容体

（VDR）欠損マウスでは，アンジオテンシノーゲンは
不変であるが，腎臓でのレニン発現が mRNA・蛋白
レベルで増加し，アンジオテンシン II も増加，その
結果，心肥大も生じることが明らかにされた9）．1a水
酸化酵素欠損マウスでも同様の変化が認められる．こ
のように，ビタミン D 作用の欠乏は，レニン・アン
ジオテンシン系（RAS）を促進し，心肥大を促進する
ことが明らかになった．ビタミン D と RAS との関連
は，CKD 患者の生命予後についての観察コホート研
究を理解するうえで，非常に重要と考えられる．

ビタミン D は膵臓でのインスリン分泌や糖代謝に
も関係しうる．北欧においてビタミン D 補充を受け
なかった子供は，補充された子供に比較し，将来 1 型

糖尿病を発症するリスクが 8 倍高い．1 型糖尿病モデ
ルに用いられるストレプトゾトシン投与ラットでは，
ビタミン D 投与により糖尿病発症リスクが低下する．

一方，ビタミン D 欠乏でインスリン抵抗性が示さ
れており，透析患者にカルシトリオール静注を行った
ら，インスリン感受性が改善したとの報告もみられる．
ビタミン D による脂質改善効果を示した報告もある．

さらに，ビタミン D は蛋白代謝改善作用がある．
透析患者では血中 1,25（OH）2D 濃度が低い群では，正
常に近い群に比較し，血清アルブミン濃度が低値であ
る10）．また，アルファカルシドール 0.5 ng の補充にて，
血清アルブミン濃度が上昇した11）と報告されている．

3-3　ビタミン D と免疫・炎症

VDR は T 細胞，マクロファージ，胸腺にも認められ，
ビタミン D と免疫系の関連性が示されている．ビタ
ミン D は，in vitro では IL-2，IL-6，IL-12，interferon c，

TNF-a，TNF-bの産生を抑制する．また，1,25（OH）2D

は，ヒトケラチノサイト，単球，好中球などに作用し，
cathelicidin や defensin beta 2 という抗菌ペプチドの
合成を増強する12）．toll-like receptor（TRL）への刺激
は，ヒトマクロファージの VDR，および 1a水酸化酵
素遺伝子発現を増強し，cathelicidin ペプチドを誘導し，
細胞内の結核菌を殺菌する13）．

一般住民での調査では，血中 25（OH）D 濃度が低下
しているほど炎症マーカーが高値で，ビタミン D 低
値群に補充療法を 1 年間行ったら，炎症マーカーが改
善した．非特異的 mitogen によるリンパ球増殖能は，

表 3　活性型ビタミン D の多面的作用

PTH 標的臓器 作　　用

抑制を介した
作用

心臓 左心室収縮能↑，左室肥大↓，線維化↓，弁石灰化↓

血管 内皮機能↑，血管拡張↑，血管石灰化↓

代謝 インスリン抵抗性↓，脂質代謝↑

骨髄 骨髄線維化↓，赤血球造血↑

免疫 免疫機能↑

抑制を介さな
い作用

心臓 レニン・アンジオテンシン系↓，ANP↑，ET↓

血管 粥状動脈硬化↓（TNF-a↓，IL-1b↓，IFN-c↓，IL-10↑　etc）
血管石灰化↓（MGP↑，Runx2/Cbfa1↓，BMP2↓，1 型コラゲン↓）
血栓形成↓（血小板凝集↓，組織因子↓，AT-III↑，TM↑）

免疫 カテリシジン↑

腫瘍 p21↑，p27↑

（Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K : Kidney Int, 73;  1355-1363, 2008 を改変して引用）
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透析患者で正常の約半分に低下しているが，アルファ
カルシドール 0.5 ng/日の経口投与を 4 週間行うと正
常に回復し14），また IL-2 産生能も同様の改善を示す．

透析患者の観察コホート15）で，活性型ビタミン D 使
用群は，非使用群に比較して，呼吸器感染症による入
院リスクがおよそ半分であった．米国の 12 歳以上の
一般住民 18,883 名を追跡した NHANES-III の解析16）

では，直近の上気道感染症は，秋・冬に多く，同じ季
節であれば，血中 25（OH）D 濃度が低い群で多く，多
変量で調整しても有意であった．日本の学童を対象と
した RCT17）で，天然型ビタミン D 投与はインフルエ
ンザ発症リスクを有意に低下させた．

結核治療に抗菌薬が用いられる以前は，ビタミン D

が使われていた．抗菌薬治療にビタミン D3 を追加す
るかどうかで，喀痰培養陰性化までの期間に差がある
かを調べた RCT18）によると，喀痰培養陰性化までの
期間は，プラセボ群 43.5 日，ビタミン D 群 36.0 日

（中央値）で有意ではなかったが，VDR の TaqI 多型
の tt genotype では，ビタミン D 群で有意に期間が短
縮された．

このように，ビタミン D の血中レベル低値，ある
いはビタミン D 非投与は，免疫低下あるいは易感染
性と関連しているとの報告が多い．

3-4　ビタミン D と腫瘍

Suda らのグループは，1a,25（OH）2D3 が，マウス，
およびヒトの骨髄性白血病細胞の分化を誘導すること
を示し，ビタミン D に抗腫瘍作用があることを発見
した．1,954 人の男性の前向きコホートでは，ビタミ
ン D 摂取量が 233～652 IU/日の群は，6～94 IU/日で
あった群に比較し，大腸がん発症リスクが 47％ 低か
った．女性における調査では，血中 25（OH）D レベル
が 12 ng/mL 未満の群は，8 年の追跡中の大腸がん発
症リスクが 253％ 高かった．

このほか，ビタミン D と前立腺がんとの関連も報
告がある．

3-5　ビタミン D と脳・神経・骨格筋

脳においても，大脳皮質，小脳，大脳辺縁系などで
VDR の発現が認められ，しばしば 1a水酸化酵素と
co-localize している．in vitro の系では，ビタミン D は
神経細胞に trophic にあるいは protective に作用する．

ラットにおいては，1,25（OH）2D の長期補充は，海馬
の老化を遅延させることが示されており，活性型ビタ
ミン D は神経細胞に作用するステロイドホルモンと
考えられる．

軽症アルツハイマー病患者における断面調査19）では，
血清 25（OH）D 濃度低値は認知機能障害と関連してい
た．40～79 歳の男性 3,369 例のコホートのうち 3,133

例での断面調査20）では，25（OH）D 濃度低値と認知障
害との関連が認められた．VDR 欠損マウスでは筋委
縮・運動障害をきたすが，主に骨格筋異常によるもの
であり，認知障害には明らかな異常はなさそうである．
骨格筋にも VDR があり，骨格筋機能にビタミン D が
関連しうる．

近位筋筋力は 25（OH）D 濃度と関連し，五つの RCT

をメタ解析した結果21）によれば，ビタミン D 補充は，
プラセボや Ca 補充に比較し，転倒リスクを 22％ 低
下させる．ビタミン D のインスリン感受性への影響
は，骨格筋への作用を介している可能性も考えられる．

3-6　ビタミン D と腎臓

ビタミン D がレニン・アンジオテンシン系を抑制
することから，ACE 阻害薬やアンジオテンシン受容
体のような腎保護作用が予想される．

STZ マウスによる糖尿病腎症モデル22）においては，
ロサルタン，あるいはパリカルシトールの単独投与に
比較し，両者の併用でアルブミン尿や糸球体硬化をよ
り強力に予防した．保存期腎不全患者における観察コ
ホート研究23）で，活性型ビタミン D 使用は，ESRD へ
の進展リスク低下と関連していた．

CKD ステージ 3～4 における二次性副甲状腺機能亢
進症に対するパリカルシトールとプラセボの比較試験
の事後解析24）で，パリカルシトール群で蛋白尿が減少
する頻度が高いことが示された．また，治療抵抗性の
IgA 腎症に対してカルシトリオールの内服治療を行う
と，蛋白尿が低下したと報告された25）．VITAL 試験26）

では，2 型糖尿病腎症患者の RAS 阻害薬治療にパリ
カルシトールを追加することで，アルブミン尿のさら
なる減少効果が得られた．

4　ビタミン D の非古典的作用に対する疑問視

4-1　解析モデルの妥当性批判

Tentori ら27）は，1996 年から 2007 年の 12 カ国から
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なる 38,066 例の DOPPS コホートの解析を行い，ビタ
ミン D 使用と死亡リスクとの関連を詳細に検討し，
これまでの議論を疑問視している．

まず，標準的な Baseline モデルで Cox 回帰分析を
行い，さらに「因果の逆転」を避けるために，周辺構
造モデル（marginal structural model）を用いても，
16％ 死亡リスクが有意に低いことが示され，既報と
同様の結果を確認した．次に，ビタミン D 使用状況
は病態により変動しうるので，3 カ月ごとの処方状況
に基づき使用群・非使用群のラベルの更新を繰り返す
という時間依存的（time-varying あるいは time-depen-

dent）な取り扱いで解析したところ，ビタミン D 使
用は低い死亡リスクと有意に関連していた．最後に，
施設の患者数のうち活性型ビタミン D 製剤を使用し
ている割合が高い病院は，低い病院より死亡リスクが
よいのかどうかという施設レベルの解析を行った．そ
の結果，活性型ビタミン D 処方率の高い施設と低い
施設で死亡リスクに差がないことが示された．

Tentori らは，これら一連の解析のうち，最後の結
果を最優先している．その根拠は，患者レベルでの解
析では，測定されていない因子によるバイアスが入っ
ているが，施設レベルでの解析ではこのようなバイア
スが入りにくいからであるという．実際，ビタミン D

投与群で血清アルブミン値が高いことはバイアスの結
果であり，全般的に健康な患者にビタミン D が投与
されていただけだと主張している．この「疑問視」の
妥当性を筆者には判断できない．しかし，活性型ビタ
ミン D 投与により血清アルブミン濃度が上昇すると
の報告10）もあり，これをバイアスの根拠にはできない
と考える．

4-2　石灰化促進の懸念

活性型ビタミン D は血清 Ca，P を上昇させるため，
血管石灰化を促進し，予後を悪化させるのではないか
との懸念がもたれる．しかし，以下の成績はその懸念
の逆である．

202 症例の血液透析患者の血管石灰化を単純レント
ゲンで評価し，死亡率との関連をみた報告28）によると，
石灰化の有無やタイプで活性型ビタミン D 処方量に
は差は認められなかったが，血管石灰化のある群では
炭酸カルシウム処方量が約 2 倍多いことが示された．

維持透析 223 症例の断面的研究29）において，25（OH）D

濃度低値は，血管石灰化高度，BNP 高値，脈圧高値
と独立した関連を示していた．

非腎不全における冠動脈石灰化と血中 1,25（OH）2D

濃度との関連をみた報告でも，両者に逆相関が示され
ている．

確かに，培養血管平滑筋細胞を石灰化させる実験モ
デルでは，10～100 nmol/L の 1,25（OH）2D3 を添加し
ている．しかし，これは生理的血中濃度の 100～1,000

倍高濃度であることに注意が必要であり，臨床用量で
活性型ビタミン D 投与が血管石灰化を促進するかど
うかとは，区別すべきである．

4-3　腎機能悪化の懸念

保存期腎不全患者に活性型ビタミン D を投与する
と，血清クレアチニンが上昇し，腎機能を悪化させた
という印象をもつ場合がある．しかし，上述のように
活性型ビタミン D には，潜在的に腎保護作用がある．
最近の報告30）では，CKD 患者 16 名に対し短期間のパ
リカルシトール投与を行うと，血清クレアチニン値は
上昇したが，クレアチニンクリアランスやイオタラメ
ートクリアランスは変化なく，尿中クレアチニン排泄
は増加した．これらの結果は，パリカルシトールによ
る血清クレアチニン上昇は，（筋肉における）クレア
チニン産生を増加させた結果であり，腎機能低下によ
るものではないことを意味する．

5　ビタミン D の非古典的作用を検証する介入試験

ビタミン D の血中濃度や活性型ビタミン D 使用の
有無と生命予後などの関連を示しているのは，観察研
究である．本当にヒトでビタミン D の非古典的作用
があるかを検証するには，無作為化比較試験（RCT）
による確認が求められる．一部の RCT の結果は，上
述した．

PRIMO 試験は，非透析 CKD stage 3～4 の患者（N

＝220）を対象に，パルカルシトール 2 mg の内服の
左室肥大改善効果をプラセボと比較する 18 カ月の
RCT である．左室肥大は MRI で評価される．2011 年
9 月 3 日現在，論文報告はなされていない．

日本透析活性型ビタミン D 試験（Japan Dialysis Ac-

tive Vitamin D;  J-DAVID）は，20 歳以上 80 歳以下の
維持血液透析患者のうち，ビタミン D 製剤を用いてい
ない，血清 Ca≦10 mg/dL，血清 P≦6 mg/dL，intact 
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PTH≦180 pg/mL の患者を対象に，アルファカルシド
ール内服の心血管イベント発症に及ぼす効果を，非投
与群と比較する観察期間 4 年の RCT である（UMIN

試験 ID : UMIN000001194）．J-DAVID は，二次性副甲
状腺機能亢進症のない血液透析患者に活性型ビタミン
D を投与する意義を検証しようとするもので，全国約
200 施設の参加を得て，目標の 972 例を突破し 976 症
例の登録を完了し，現在進行中である．

6　結　語

以上，活性型ビタミン D と生命予後との関連と，
ビタミン D の非古典的作用の可能性について概説し
た．透析患者の種々の臨床アウトカムの改善を目指す
場合，ビタミン D の適切な補充がひとつの選択肢と
なる可能性があり，今後も注目されるテーマである．
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要　旨

インクレチン関連薬（DPP-4 阻害薬と GLP-1 受容
体作動薬）は新しい糖尿病治療薬として脚光を浴びて
いる．インクレチン関連薬は単独かインスリン分泌促
進薬と併用がなければ，血糖依存性にインスリンを分
泌し血糖降下作用を示す．本稿ではインクレチンの生
理作用を含め，経口薬である DPP-4 阻害薬と注射薬
である GLP-1 受容体作動薬の透析患者に対する適応
と血糖調節効果について概説する．

はじめに

この数年，糖尿病の治療は新しい治療薬の出現で転
換の時期を迎えている．経口糖尿病薬ではインスリン
分泌促進系のスルフォニル尿素（SU）薬，グリニド
薬があり，インスリン分泌非促進系ではビグアナイド
薬やチアゾリジン薬が使われてきた．また，食後高血
糖の是正には，aグルコシダーゼ阻害薬（a-GI）が用
いられてきた．腎機能が低下すると，薬剤のクリアラ
ンスが低下することで作用の遅延が起こり，低血糖の
リスクが高くなる．透析患者を含む末期腎不全患者で
は，SU 薬やビグアナイド薬，チアゾリジン薬は禁忌
であり，グリニド薬でもナテグリニドは禁忌となって
いる．一方，a-GI は慎重投与で使用可能である．し
たがって，透析患者では，血糖コントロールに用いる
ことができる薬剤の幅がかなり限られている．「エビ

デンスに基づく CKD ガイドライン 2009」では，CKD 

stage 4 以上ではインスリンによる血糖コントロール
が推奨されている1）．しかし，認知レベルの低下，筋
力低下，頻発する低血糖から，自己注射によるインス
リン治療が困難なケースも多い．

インクレチン関連薬の DPP-4 阻害薬と GLP-1 受容
体作動薬は，その薬理学的な機序から，単独かインス
リン分泌促進薬と併用がなければ，血糖依存性にイン
スリンを分泌し血糖降下作用を示す．したがって，低
血糖は起こしにくいと考えられている．インクレチン
関連薬は，新しい糖尿病薬としてのパラダイムシフト
が期待されている．しかし，ほかの糖尿病薬と同様，
透析患者を含む末期腎不全患者では禁忌となっている
薬剤もあり，本稿で薬理学的機序を含め概説したい．

1　インクレチンとは

GIP（glucose-dependent insulinotropic polypep-

tide）と GLP-1（glucagon-like peptide-1）は主として
小腸から分泌される腸管ホルモンで，食事由来の糖や
脂質により主として小腸の K 細胞（GIP）と L 細胞

（GLP-1）から門脈血中に分泌される．GIP と GLP-1 は，
膵 b細胞からそれぞれの G 蛋白質共役受容体を介し
て，アデニル酸シクラーゼを活性化させ細胞内 cAMP

濃度を上昇させる．上昇した細胞内 cAMP は，主に
PKA（protein kinase A）依存性の経路と非依存性の
経路でインスリン分泌を促進させる．非依存性の経路
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では epac 2 という分子が関わっており，SU 薬の一部
もこの分子に結合し，インスリン分泌を促進する2）（図

1）．
正常耐糖能者の食後インスリン分泌のうち約 50～

60％ がインクレチンに依存していると言われている．
一方，2 型糖尿病患者では，インクレチンによるイン
スリン分泌促進効果が低下しており，その原因として
GIP 対するインスリン分泌反応が低下していると言わ
れている．したがって，GIP 受容体作動薬は臨床応用
されていない3）．

GLP-1 はインスリン分泌のほかに，膵 b細胞の保護
効果が示されている．第一に，b細胞のアポトーシス
を抑制する．第二に，齧歯類では b細胞の増殖も確
認されている4）．そのほか GLP-1 は，d細胞からのソ
マトスタチンの分泌を介して，または a細胞上の受
容体を介して，グルカゴンの過剰分泌を抑制する．
GLP-1 は 2 型糖尿病患者に認められる食後のグルカゴ
ンの過剰分泌を抑えることが報告されており，その結
果，肝臓からのブドウ糖の放出が抑制され，食後高血
糖は低下する5）．膵臓以外での作用では，消化管では
胃排泄能の低下，視床下部では摂食中枢へ抑制と満腹
中枢を刺激することにより，食欲減少作用をみとめる．
一方，GIP は膵臓以外では脂肪細胞での脂肪の取り込
みを亢進させる．また，骨組織では，骨形成を促すこ
とが知られている4）．

GIP，GLP-1 共に，N 端の 2 位のアラニンで切断す

る ジ ペ プ チ ダ ー ゼ で あ る DPP-4（dipeptidyl pepti-

dase-4）により数分で不活性化を受ける．DPP-4 は遊
離型と膜結合型があり，膜結合型（CD26）は CD4 メ
モリー T 細胞に選択的に発現されており，免疫反応
にも関わっている6）．また，腎組織でも多く DPP-4 が
発現している．さらに，DPP-4 は PYY，SDF-1，MCP-1

などいろいろなホルモンやサイトカインの活性化・不
活性化に関わっている．

インクレチンを糖尿病治療薬として用いるためには，
DPP-4 の活性を抑えて内因性の活性型インクレチン濃
度を上げる DPP-4 阻害薬か，DPP-4 抵抗性の GLP-1

受容体作動薬が必要になる．

2　腎臓への作用

GLP-1 受容体は腎臓，とくに近位尿細管で発現して
いることが報告されている．ヒト肥満者に GLP-1 を
静脈内持続投与すると，ナトリウムの排泄が約 1.6 倍
上昇し，逆に水素イオンの排泄が減少することが報告
されている7）．GLP-1 受容体を介する系が，Na＋/H＋

の 交 換 輸 送 体 で あ る NHE 2（sodium-hydrogen ex-

changer 2）を活性化するためである．高血圧モデル
である Dahl 食塩感受性高血圧ラットに 14 日間 GLP-1

を持続投与した検討では，血圧の低下のみならず，蛋
白尿・アルブミン尿が減少した8）．

Hirata らは，2 型糖尿病マウスである db/db マウス
は食塩感受性を示すが，GLP-1 受容体作動薬の exen-

図 1　インクレチンによるインスリン分泌増強の機構
VDCC； 電位依存性カルシウムチャネル，GLUT2； グルコーストランスポータ 2，PKA；
プロテインキナーゼ A，Epac2； exchange protein activated by cAMP，Rap1； rasrelated 
protein 1（文献 2 より）
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din-4 を腹腔内投与することで尿中ナトリウムの排泄
率の増加をさせ，血圧の低下も認めたと報告している．
さらに，exendin-4 の作用は，アンジオテンシン 2 誘
発性の高血圧に対して拮抗する9）．また Park らは，
db/db マウスにおいて，exendin-4 を 8 週間腹腔内投
与することで，糖代謝改善とは別の機序でメサンギウ
ム領域・糸球体面積の拡大，組織の線維化を抑制し，
酸化ストレスや腎での脂肪蓄積を低下させることを報
告している10）．STZ 糖尿病モデルでも，exendin-4 が
単球や糸球体内皮の接着因子である ICAM の発現量
を低下させ，マクロファージの浸潤や 4 型コラーゲン
の発現を低下させて糖尿病性腎症への進展を抑制して
いる11）．

DPP-4 阻害薬が，ラット糖尿病モデルにおいて腎虚
血再灌流による腎障害を抑制したと報告されている．
これは DPP-4 阻害薬が，腎での抗酸化酵素の発現を
誘導し，さらに活性酸素の産生を低下させることがそ
の機序としている12）．

3　DPP-4 阻害薬

DPP-4 阻害薬は，現在シタグリプチン（ジャヌビア，
グラクティブ），ビルダグリプチン（エクア），アログ
リプチン（ネシーナ）が上市されており，リナグリプ
チン（トタゼンタ）が発売予定である（表 1）．その
ほか海外ではサクサグリプチン（日本では治験中）も
臨床使用されている．

先発のシタグリプチンは腎排泄のため，血液透析ま
たは腹膜透析を要する患者を含む重度腎機能障害

（Ccr  30 mL/min 未満）のある患者では禁忌となって
いる．中等度腎機能障害のある患者（30 mL/min≦
Ccr＜50 mL/min）では，通常投与量 25 mg  1 日 1 回，
最大投与量 50 mg  1 日 1 回と減量しなければならな
い（腎機能正常者では，50～100 mg/日）．

アログリプチンも腎排泄だが，通常量（25 mg/日）
の 1/4 量（6.25 mg/日）で，末期腎不全患者でも使用
できる．国内で最初に臨床使用されたため，海外のデ
ータは少ない．武内らは，透析患者にアログリプチン
単独または，a-GI への上乗せでの検討を行い，有効性，
安全性を 12 週間で検討している13）．単独症例では，
グリコアルブミンは 24.6±5.7％ から 21.4±3.3％ と有
意な低下を示している．また，a-GI への上乗せでも，
グリコアルブミンは 28.4±3.5％ から 24.9±4.5％ と有
意な低下を示している忍容性と有効性が認められた．
ただし，透析中・透析後の低血糖例もあり，留意が必
要としている．矢野らは，インスリン（6～16 単位/

日）からの切り換え例を報告している．血糖コントロ
ールはほぼ変わらず経過し，1 例の認知症を合併した
症例では HbA1c は上昇するも，インスリン使用時に認
めた低血糖がなくなり有効であったと報告している．

ビルダグリプチンは肝で加水分解をうけ腎から排出
される．中等度以上の腎機能障害のある患者または透
析中の末期腎不全患者は慎重投与となっている．ただ，
用量調節は，前述の 2 剤ほどは厳格ではない．Luka-

shevich らは，中等度または高度腎機能低下患者 515

人を対象に 24 週間，二重盲検試験によるビルダグリ
プチン（50 mg/日）の有効性と忍容性について検討
した14）．その結果，高度腎機能低下者においても，
HbA1c は平均－0.6±0.1％ と低下し，副作用もプラセ
ボに比較して差がなかったことを報告している．日本
国内においても，透析患者におけるインスリンや他の
経口降下薬からの切り替えが報告されており，低血糖
を認めず，血糖コントロールに対する有効性が数件報
告されている．

一方，リナグリプチンは他の薬剤とは異なり，胆汁
排泄型であることが特徴で，腎機能が低下している患
者において，腎機能障害に応じた用量調節の必要がな

表 1　DPP-4 阻害薬の種類と特徴

阻害薬 商品名 代謝/排泄 半減期（T1/2）
（時間）

DPP-4
特異性

透析患者/
用量調節　

シタグリプチン ジャヌビア（MSD）
グラクティブ（小野）

～80％ 未変化体として腎から   8～24 高度 禁忌

ビルダグリプチン エクア
（ノバルティス）

22％ 未変化体として腎から
肝で加水分解後 55％ が腎から

1.5～4.5 中等度 慎重投与

アログリプチン ネシーナ（武田） 70％ 以上未変化体として腎から 12～21 高度 慎重投与/あり

リナグリプチン トラゼンタ
（ベーリンガー）

70％ 以上未変化体として胆汁排泄
6％ 未満は腎より

10～40 中等度 ？/なし？
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い可能性が示唆されている．また，血中半減期が最長
40 時間と他に比べて長時間なのが特徴である．薬物
動態試験は腎機能障害の程度を，末期腎不全患者 6 人，
高度腎機能障害患者（Ccr≦30 mL/min）6 人，中等
度腎機能障害患者 6 人（Ccr  31～50 mL/min）6 人，
軽度腎機能障害患者（Ccr  51～80 mL/min），健常人

（Ccr  80 mL/min 以上）6 人の 4 群に分け，リナグリ
プチン 5 mg を 1 日 1 回，7 日間，または 10 日間投与
した．その結果，重度腎機能障害を合併する 2 型糖尿
病患者の暴露量（Cmax および AUC）は，正常腎機
能 2 型糖尿病患者の 1.4 倍増加のみであった．したが
って，腎機能の影響を受けにくいと考えられる15）．

4　GLP-1 受容体作動薬

DPP-4 抵抗性の受容体アゴニスト（またはミメティ
ク）として現在，我が国では，エキセナチド（バイエ
ッタ）とリラグルチド（ビクトーザ）が臨床使用され
ている．

エキセナチドは当初，アメリカの毒トカゲの唾液腺
から単離されたペプチド（exendin-4）で，GLP-1 受
容体に対してより強い親和性をもつ．海外ではリラグ
ルチドよりもさきに臨床使用が始まっており，GLP-1

との相同性は 53％ であるが，2 番目のアミノ酸がグ
リシンであることから DPP-4 耐性を示す．血中半減
期は約 4 時間であり，生物学的効果は 8 時間のため 1

日 2 回投与が必要となる．エキセナチドでは，健常者
に比較して，軽度（Ccr  50～80 mL/min），または中
等度（Ccr  30～50 mL/min）腎機能低下者でクリアラ
ンスがそれぞれ 13％，36％ 低下している．透析を受
けている末期腎不全患者ではクリアランスが 84％ 低
下している．したがって，エキセナチドは悪心，嘔吐，
下痢など消化器系副作用により忍容性が認められてい
ないため，透析患者を含む重度腎機能障害のある患者
に対して禁忌となっている．これは，エキセナチドが
腎糸球体濾過にて排泄されるためである16）．

リラグルチドは，内因性の GLP-1 と 97％ の相同性
をもつが，脂肪酸（パルミチン酸）が付加されている．
脂肪酸の部分がアルブミンに結合することで DPP-4

に対する耐性を獲得している．さらに注射部位からの
吸収遅延をもたらすことで消失半減期が約 13 時間と
長くなっており17），1 日 1 回投与である．リラグルチ
ドは単独または SU 薬とのみ併用が保険上認められて

いる．また用量最大 0.9 mg/日で，海外で使用されて
いる用量に比較して少ない．リラグルチドは海外臨床
試験では，腹膜透析の患者でも単回投与による AUC

にさほど影供を受けなかったと報告されている．腎機
能低下者に対する使用経験が少ないため，腎機能障害
のある患者に対しては，リラグルチドは慎重投与とな
っている．

中島らは，腎機能障害を伴う 2 型糖尿病患者（n＝
12，sCre  2.46±3.02 mg/dL，eGFR  39.38±20.53 mL/

min/1.73 m2）に対するリラグルチドの影響を 12 週間
で評価した．血糖コントロール，BMI の改善とともに，
eGFR の改善も認めている18）．胃腸障害は投与当日の
みで軽快し，忍容性も認められた．Jacobsen らは，正
常から末期腎不全までを対象に 0.75 mg 単回投与によ
る血中濃度の推移を検討している．血中濃度のピーク
値は腎機能異常には相関なくほぼ同じであり，血中消
失速度も各群間で差を認めなかった．したがって，腎
機能による用量調節は必ずしも必要ではないことが示
唆されている19）．豊田らは，透析中のインスリン使用
中の患者 5 例をリラグルチドへ変更し，体重と HbA1c

で改善傾向があり，低血糖を起こさなかったと報告し
ている．ただ，もともと糖尿病性胃腸障害のある患者
では，消化器系副作用を認め注意を喚起している．透
析患者では，C ペプチドやインスリンのクリアランス
が悪いため，インスリン分泌能を過大評価してしまう
可能性があり，インスリンからの切り替え時には留意
する必要がある．

5　おわりに

DPP-4 阻害薬と GLP-1 受容体作動薬について，そ
の薬理作用，透析患者を含む末期腎不全での適応につ
いて述べてきた．血糖コントロールが，生命予後を改
善したエビデンスは確立されていない．しかし，糖尿
病性腎症患者では腎臓以外の細小血管障害や大血管障
害も進行している例が多く，維持透析患者でも，血
糖・HbA1c・グリコアルブミンの値をみながら血糖管
理を続けていく必要がある．今後，インクレチン関連
薬の透析患者における安全性，有効性が示され，血糖
コントロール改善に寄与できうるというエビデンスが
海外・国内から報告されることを期待する．
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要　旨

我が国の透析医療は 40 年を迎えた．多大な進歩の
中で一部患者のモンスター化がみられ，その背景と対
策を考察した．原因には患者の当事者意識の欠落と，
施設側の「患者様」扱い等がある．それらは患者に顧
客意識を持たせ，チーム医療としての透析医療を損っ
ている．打開の道として，患者が治療の主体になるこ
と，日本古来の武士道や茶道に匹敵する患者道の立場
に立つこと，無常観に裏打ちされた死生観を持つこと
を提案した．

1　緒　言

医療危機　――　医療崩壊　――　が叫ばれ始めてから久し
い．日本人の心の変化もあってか医療の現場の矛盾は
深まり，教育現場と同じく患者・家族のモンスター化
の動きもみられている．それは透析医療とて例外では
ない．日本の透析医療も 40 年余が過ぎたが，この歴
史を振り返りつつ，透析医療における一部患者のモン
スター化についての考察を行うとともに，打開への糸
口を模索してみたい．

2　日本の透析医療を振り返る

筆者は縁あって内科医としてこの道に入り，すでに
30 年を超えている．30 年前当時の透析医療の水準で
は長期の生存は望むべくもなく，あっという間の患者
との別れが生じることが多かった．当時の患者との付

き合いの中で，筆者は彼らに一生寄り添っていこうと
決心した．

その頃の透析室では，患者はタオルとペーパーと洗
面器の「三種の神器」を持って入室するのが一般的ス
タイルであった．昼食後は多くの場合血圧が下がり，
せっかく食べたものが空しくも嘔吐されるのが日常で
あった．また透析終了後，体重計に上がると，まった
く除水ができていないこともあった．当時は当然のこ
とながら除水コントローラなどは存在しなかったので
ある．しかし患者は苦笑いをしながら「明日また来る
から」と言った．そこには不平も不満も存在しなかっ
た．

透析医療の黎明期，そこはいわば戦場であり，医師，
スタッフ，患者・家族は無言で一体化し，その心は通
いあっていた．透析医療のいわば第一世代が苦労して
つくりあげたこの道は，ひとつの臓器の死が人間の死
を意味しないものとなったことにおいて，人類史上画
期的なことであった．それは先達の凄まじい努力と患
者・家族の汗と涙と死の結晶であった．このことを私
は大いに誇りに思うとともに尊敬するものである．

しかしながら過去の，いわば悲惨な姿から当り前の
医療に発展した今日，透析患者・家族の意識も変化し
クレーマー化する例の報告もあり，現場ではナースの
心理的疲弊化　――　燃えつき　――　などもあいまって，全
国的に後継医師およびナースの慢性的不足につながっ
ているものと考える．

コ　ラ　ム

透析医療における一部患者のモンスター化
についての考察

宍戸　洋
みやぎ清耀会緑の里クリニック

key words：サイコネフロロジー，モンスターペイシェント，患者道，無常観，市場原理

Consideration management of difficult patients related to dialysis treatment
Midorinosato clinic
Yo Shishido
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3　「サイコネフロロジー」との出合い

日常の仕事は毎日が手探りであり，失敗の連続でも
あった．そのような中，私は春木1, 2）などの主催する
サイコネフロロジーと出合った．それは，困難な臨床
現場で辛うじて奮闘してきた医療従事者が，病める慢
性腎不全患者に，どのようにして透析をしながら生き
る目標を持ってもらえるのか，一方，私達はどのよう
にしたら自分達の仕事に生き甲斐と達成感を持ちつつ，
患者に寄り添えるのかについて学習できる唯一の精神
的な「かけこみ寺」としての役割があったものと考え
る．

私の手元に『やさしいサイコネフロロジー入門』3）

という書物がある．今は絶版となっているが福西の著
である．1994 年 6 月の初版本であり，我々の透析施
設（緑の里クリニック）を創設してから間もなく，ス
タッフみんなでこれを教材に輪読会を開いた．その後，
春木の著した『透析患者の心とケア』の正編と続編が
1997 年に出版され，それ以後はこれを教材にしている．
特に年齢の若いメンバーと読みあわせを行ってきたが，
それはこの本が単に透析患者の心理を学習するのみで
はなく，若人がこれから長く歩む人生において何が大
切なのかを，医療の現場と患者から学ぶことができる
ものと判断したからである．

このように，全国の透析医療の現場は患者・家族と
心を同じくし，かつお互いに学び励ましあいながら懸
命に歩んできたものと思う．この道は間違っていなか
ったし，とても誇りに思う．それ故今後は，患者・家
族も医師，スタッフの心も考慮しながら，以前のよう
に共に歩む姿勢を示してほしいと強く思うものである．

4　一部透析患者のモンスター化を論ず

4-1　大平，立岡論文について

最近，長年透析医療にかかわってきた医師達との会
話の中で，患者像が以前とかなり変化していることが
よく話題になる．しかし，いわば公の中で公然と論議
することは少ないのが現状であった．わずかに平成
20 年のサイコネフロロジー研究会のプログラム・抄
録集の中で，橋本4）が「「医療崩壊」の原因として，

「医療費削減」「新臨床研修医制度」がしばしば挙げら
れても多くの医療者が感じている「患者（家族）が理
不尽な要求をするようになった」といった「患者-医

療者関係」の変質があげられることは少ない」と述べ
ているくらいである．

しかし，月刊誌『臨牀透析』の平成 21 年 3 月号を
みて私は自分の目を疑った．なんとそこには大平5）の

「透析患者の心理とスタッフの心理―いわゆる「モン
スターペイシェント」への対応を中心に―」と，立
岡6）の「「患者の横暴」に対する法的対応」の論文が
載っており，正面から透析患者のモンスター化と「横
暴」の問題が論じられていたのである．大平は「モン
スターペイシェント」を「著しく理不尽な要求や苦情
を突きつけて，医療者側に受け入れられるまで執拗に
食い下がるタイプの度を超えたクレーマー患者」と定
義している．しかし，本稿では「極めて攻撃的な患者
のみならずスタッフの言うことをきかない」，いわば

「困った患者」「不条理な患者」も含めた広義の意味で
のモンスターペイシェントについての考察を行う．

4-2　モンスター化の社会的背景

キーワードは当事者意識
これから一部患者のモンスター化の社会的背景を

種々の点から分析したいと思うが，若干的をしぼって
述べてみたい．

大平5）は「社会が依存的かつ利己的となり，ほかへ
自らの責任を転嫁しがち」になり，「患者もその風潮
に染まり，一部の患者がモンスター化した」とし，社
会のモンスター化が背景にあると論じている．筆者は
以下の点を追加したいと思う．この問題はきわめて社
会的な問題であり，社会のモンスター化の分析のキー
ワードは「当事者意識の欠落」であるといいたい．

内田は『日本人が共同体からの利益を捨てるまで』7）

で以下のごとく述べている．「市民が公的機関に対し
て「フェアな扱い」や「システムの常識的な運営」を
要求することは当然」であり，「社会の健全化のため
に必要なこと」ではあるが，一方で「要求にも程度の
問題」があり，「要求があるレベルを超えると，公共
システムそのものの機能を阻害させる要因」となる．
それは日本社会の末期的症状であると．さらに「患者
が医療機関に「もっとしっかりとした医療」をと要求
するのは質を上げるためであり，医療を辞めさせるた
めではない．それで自分自身が医療を受けられなくな
るのでは本末転倒である．市民が「程度の問題」を考
えるには「当事者意識」が必要になる．」と続けてい
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る．産科での医療訴訟の増加は，産科医療の現場から
の産科医師のいわば逃散的現象をもたらしたことは衆
知の事実である．事態は「程度の問題」を踏み外して
しまったのである．

一方，透析医療の歴史を振り返ってみれば，それま
では必ず死にゆく病であった尿毒症を克服できる透析
医療が登場した時，患者・家族は医師と諸スタッフに
感謝し，尊敬さえした．まさしく患者 ･ 家族は医師，
スタッフともども当事者であった．しかし，透析医療
が進歩し安定した条件ができあがった今，スタッフや
社会に対する感謝の気持ちを欠落した，度を超えた要
求をする患者が多く，それは「自己利益の獲得のため
には共同体の破壊も辞さない姿」となり，“何でもし
てもらえるもの，費用はかからないもの，送迎はして
もらえるもの” との意識が増長（肥大化）してしまう
こととなった．こうしてかつての当事者意識はどんど
ん薄れてしまい，かくして透析医療におけるモンスタ
ーペイシェントが生み出されたものと考える．

5　「患者様」の呼称について論ず

この問題は市場原理の導入に直結している．
この数年「患者様」の呼称が公然と使用されている．

患者がその場にいない学会・研究会でもその通りであ
るからびっくりしてしまう．筆者は初めから馴染めず，
第 32 回宮城県腎不全研究会（2009 年）で以下の見解
を示した．

図 1 に透析医療におけるチーム医療の実際を示す．
透析医療は患者を中心に医師，看護師，臨床工学技士，
栄養士，MSW，介護士をはじめ，様々なコメディカ
ルで成り立っているが，患者はチームの中心メンバー
として，その主体性が尊重される．この「患者様」と
いう表現は，患者を「お客様」のように待遇し，あが
めたてまつるということかもしれないが，「お客様は

世間一般では「神様」と言われる客体であって主体と
しては扱われない．」のである．患者は自己に責任を
持ち，スタッフとの共同作業により治療を受ける主体
としてあるからこそ，チーム医療の中心として尊重さ
れるのである．それゆえ「患者様」と言った途端その
主体は失われ，チーム医療の中心にはいなくなるので
ある．この結果，チーム医療は崩壊し，患者のモンス
ター化を加速度化したものと思わざるをえない．また

「患者様」扱いは患者に顧客意識をもたせる．これは
別の言葉でいえば医療への市場原理の導入である．こ
のままいくと富裕層の意識は混合診療への道につなが
る．そこでは医療の格差は拡大し，まもなく民間保険
が導入され，世界で唯一の国民皆保険は必ずや崩壊す
るであろう．

はたして「患者様」「患者様」といっている施設に
おいて，スタッフが患者から横暴なことをされた時，

「患者様の横暴」として対応するのであろうか？ 立
岡6）は先の論文で「医療従事者は一般の社会人に比べ
て，かなり患者の横暴に対しても許容的である」，「透
析患者など，いわゆる治癒困難な病気の患者の場合，
いっそうのストレスを抱え，それが悪化してきた状況
などでは，患者は他者への配慮は二の次になり，自我
を強調することが少なくない」が，「医療従事者はそ
れを受け入れて行動する習性が身に付いている」と指
摘している．それゆえ先に述べたサイコネフロロジー
の観点からも，医療従事者-患者関係をもっと大胆に
分析する時期にきているのではないだろうか？

6　透析医療と市場原理についての若干の考察

私達は通常買い物をする時お金を支払い，物を購入
する．それはそのお金と物の等価交換である．従来か
ら医療においては贈与的な側面があり，それゆえ昔か
ら医師は「お医者様」として尊敬されたのであろう．

図 1　透析医療におけるチーム医療
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医療保険がない時は現物給付的なお返しが一般的であ
り，そこではまだ同じ価値の交換とはいえないもので
あったのであろう．

しかし，現代日本の医療保険体制下では，患者は
「消費主体」としてあり，商品交換的な考え方が強く
なり，意識は対等化していく．近年の医療訴訟の増加
の背景はここにこそ存在するものと思われる．このこ
とからすれば，やはり「患者様」の表現は「消費主
体」としての意識をさらに助長するものと思う．しか
し，透析医療は少し複雑な面を持つ．それは何かとい
うと，患者本人（「消費主体」）には医療費の支払いが
事実上存在しないのである．それでは透析患者は治療
と何を等価交換しているのであろうか？ それは無意
識の内に，生きる不安や透析時の長時間の拘束や食事
制限の苦痛と交換しているのである．

近年，日本の医療経済はとても厳しく，透析医療の
現場でも患者の自己負担がいずれ発生するようになる
といわれている．それではその時透析の現場ではどの
ような問題が発生するのかを考えてみよう．

透析医療の現場では治療行為がすべてうまくいって
あたり前の空気がただよっている．しかし，透析医療
ほど不確実なものはない．穿刺がいつもうまくいくわ
けではないし，出血したり腫れてしまうこともある．
いいアクセスに恵まれない人もいる．また，除水がす
べて完璧にいくわけではなく，年に数回はコンソール
異常でまったく除水されておらず，翌日再透析（イー
カム）ということもある．その時，患者サイドから発
せられる言動はおおよそ推察ができてしまう．患者と
家族は支払う医療費の額に見合った治療を 100％ 完璧
なものとして求めてくるであろう．あるいは今回失敗
した原因はあなたたちにあるのだから，明日の分は自
分は支払わないとの意見もでるであろう．このような
ことを思うとき，筆者はその場をおさめるべき妙案を
思い浮かべることができない．

7　通院の送迎も自己管理も他人の責任…を論ず

介護保険は早 10 年が過ぎた．多くの人を救いつつ
も，一方，老人を抱えた世帯のケースで一番目立つ困
った現象は，家族が両親の面倒をみる雰囲気が消えて
しまったことである．かけ声は立派であったが，現実
的には介護の社会化は失敗した．結局は経済的に立ち
ゆかず，かつ家族は低負担で施設に入れてしまう．直

接面倒をみるのはケアマネージャーとか，介護士であ
るという態度をとる人が多くなったのが実情である．

この流れは透析医療にも入ってきた．それは通院の
送迎である．送ってもらって当然，自分がお金儲けの
対象であるから「患者を大切にしろ」となった．昔は
1～2 時間かかっても透析施設に通っていたのにであ
る．以前は送ってくる家族と談笑し，情報を仕入れる
ことができた．それは両者の絆を自然とつくっていた
が，今は過去のものとなってしまった．また，自己管
理の点でも同じ風潮で，すべて他人任せであり，そこ
には「自己」や「責任」は存在しない人が多くなった．
先に述べた「当事者意識」の欠落した姿である．結局，
医師，スタッフからみて患者・家族とつながり「同じ
文化や価値観の下にあるという一体感は喪失した」7）

のである．
このような中で，若いスタッフは仕事への生き甲斐，

喜びを見いだすことができにくくなっているのであろ
う．医療の問題はその中だけで解決できるものではな
い．それは当然にも社会的問題だからであるが，種々
の臨床現場での課題を社会的見地からとらえ返す作業
が望まれる．

8　対策について論ず　――　「患者道」の提案

打開の道を示す．
「今の日本の社会的危機は，自分の身に起こった不

幸な出来事を全て他人のせいにするという他責的な発
想」7）にある．「地域の共同体に自分たちが主体として
かかわり，自分たちのための医療拠点を作ったという
意識」を持つことが大切であり，社会に対して主体と
してかかわるという当事者意識について論ずる必要が
ある．透析医療では患者・家族が主体なのであり，そ
うだからこそチーム医療の中心におり，その意志が尊
重されるのである．このことをもう一度はっきりさせ
る必要があろう．そうすれば治療の現場での患者の攻
撃性は薄れ，治療者-患者関係は好転する．そのため
には対政府，対病院への要求を基本とした現在の患者
会活動を見直し，新たなるものに改変されることが望
まれる．

筆者は緑の里クリニックの腎友会に対して，「患者
道」を提案してきた．日本には古来武士道，茶道，書
道，歌道，花道，柔道などが存在し，そこで精神的修
養を身に付ける伝統を持っていた．私達医療従事者は
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“医道” の道を歩んでいるし，しばられてもいる．「あ
なた達には，「患者の道」は存在しないのか？ 守る
べき道があるだろう」と問いかけてきた．このことを
考えてほしい．

日本では，多くの「障害者」の団体が活動している．
透析患者では全国組織の全腎協があるが，他の団体と
は違った雰囲気を感じる．活動のパンフレットをみて
も，すべて要求，さらなる要求がほとんどを占めてい
る．透析患者として生きる喜びは一般会員の文章や川
柳の中にみることはできても，会の活動方針そのもの
には感じられることは少ない．治療費を保障している
国民への感謝の意の表明をみることはきわめて少ない．
また，病院側へもその通りであり，どちらかというと
攻撃の対象としてあるようにもみえる．治療現場での
問題，たとえばスタッフの悩みや経済的に追い込まれ
ている施設側への思いやりなどはほとんどみられない
のはとても残念である．とりわけ近年の透析の現場で
は若手医師の参入がとても少ないこと，また，ナース
の燃えつきが多いことなどは患者側にとっても大きな
問題なのだと思うのだが……．「私達はこういう点で
努力するので施設側もこういう点を検討してくれ」と
の相互の歩み寄りの精神はないものであろうか．内
田8）は「武道では，「敵を作ってはいけない」というこ
とを必ず習う」ことを指摘している．「患者道」とし
ては医療従事者を敵にしてはいけない．一緒になって
どんなことができるかを考えることが大切なのである．

人生の四苦といわれる生老病死を考え，死生観を持
つことが大切と思う．それは無常観といってもよい．
これは逆に生きる意欲を強めるものと思う．日本の宗
教学者の第一人者である山折9）は「無常とは，いうま
でもなく常が無いということだ．形あるものは必ず滅
する．この世にあるもので永遠なものは何一つ存在し
ない．人間は生きて，そして必ず死ぬ．」「深い悲哀の
感情が不満や怒りや怖れのような抑圧された人間の毒
素を浄化する．」と述べている．まさしく無常観が浄

4

化
4

してくれるのである．
一休禅師は「正月は冥途の旅の一里塚　めでたくも

あり　めでたくもなし」とうたっている．最近は共生，

共生とのかけ声が多いが，同時に共死の問いも必要な
のであろう．私達はヒトの死　――　透析医療における患
者の生死の問題　――　について，もっと考察することが
求められている．

9　おわりに

以上，透析医療の歴史を振り返るとともに，一部患
者のモンスター化の背景を考察した．その中で医療で
の市場原理の導入の問題，介護保険との関係を述べる
とともに，打開の道　――　「患者道」の提案　――　を行っ
た．そしてさらに日本人が忘れかけている無常観につ
いての考察を試みた．

以上はささやかな試論であるが，明日からの現場に
少しでも力になれれば幸いと思う．また，全国の透析
医療の現場で患者道について実践・検討されんことを
期待する．

本論文の要旨は 2009 年第 20 回サイコネフロロジー
研究会および 2009 年第 38 回宮城県腎不全研究会で発
表した．
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1　透析医療の現況と問題点および透析難民の発生

透析導入患者数は 2015～2020 年をピークに減少す
ると予想され，問題点として，派遣医師の不足による
透析室の閉鎖や縮小，経営困難による透析施設の閉鎖，
スタッフ数の相対的減少，透析医療費の急激な低下な
どがある．すでに一部の地方では透析提供体制が破綻
し，2009 年には福井県における「透析難民」に関す
る新聞記事が出た．

2　中央社会保険医療協議会などでの誤解

しかし，依然として透析医療の収益が良いと誤解さ
れている．2009 年，中央社会保険医療協議会（中医
協）のコスト調査分科会での資料で，透析部門の医業
収益の 27％ が収支差額であると誤解されていた．日
本透析医会（日透医）は，この調査方法が診療報酬請
求書でなされ，外来透析では医療材料・薬剤費（EPO

製剤や透析液，抗凝固薬等）や検査費（慢性透析患者
外来医学管理料； 慢透と略）が包括点数であり経費と
して計上されないこと，調査対象病院が DPC 対象病
院と DPC 準備病院であり，多忙な勤務医の人件費が
透析室に滞在する時間での按分により過小評価されて
いることを突き止め，厚生労働省に指摘した．

3　小施設における危機 
　　――　経営シミュレーションでの推測

「エビデンスに基づく診療報酬改定」の必要性が強
調されている．小施設が「不採算部門」であることを

具体的に示すために，外来血液透析を行う医療施設の
開業（人工腎臓台数が 20 台）を想定した損益計算書
およびキャッシュフロー計算書を，表計算ソフト「エ
クセル」を用いてシミュレーションし，患者数による
収支の変化を調べた（詳細は，日本透析医会雑誌，
Vol. 25，No. 3，2010 に掲載）．

その結果，患者数 80 人未満の小施設は経営が困難
であると推測される．小施設の経営は，公的病院では
明らかに不採算部門であり，民間透析施設では医師の
過重労働による人件費削減でかろうじて成り立ってい
ると考えられる．

4　診療報酬点数の推移および平成 22 年度の 

　診療報酬改定のポイント

1967 年から現在までの人工腎臓関連の診療報酬点
数の推移をみると，日透医の活躍がよくわかる．人工
腎臓技術料以外の差益の消失（ダイアライザー価格の
極端な引き下げ等）が進むなか，日透医は透析患者の
生命予後の改善につながる透析技術の向上普及をはか
るため，技術料の様々な加算（導入期加算，水処理加
算，休日加算，障害者加算，除水調節器加算）や時間
区分設定を厚生労働省に要望してきた．

これらの加算のいくつかは，繰り返されるマイナス
改定のたびに技術料に吸収され，透析医療の本質であ
る技術料本体が極端に下げられることをある程度回避
できた．慢透，EPO 包括，平成 22 年度の技術料ダウ
ンと透析液水質確保加算の関係も同様である．平成
22 年度の改定では日透医を始め日本透析医学会，日

くまクリニック

各支部での特別講演　講演抄録

透析施設の経営の動向
――　小規模透析施設の危機と診療報酬点数の推移および日本透析医会の活動　――

隈　博政　

平成 23 年 4 月 2 日/北海道「北海道透析医会・札幌市透析医会合同講演会」　
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本臨床工学技士会，全国腎臓病協議会などの要望が実
り，on-line HDF の認可，慢性維持透析の評価体系の
見直し，在宅血液透析・在宅腹膜透析の評価引き上げ，
手術料・手技料の引き上げがなされた．

5　日本透析医会の活動

日透医は公益法人化を目指して組織改組を行ってい
るが，そのうちのいくつかを紹介する．

適正透析療法委員会の適正医療経済部会が，上述し
た診療報酬改定に対応した活動を行っている．医療安
全対策委員会の災害時透析医療対策部会は，今回の東
日本大震災でわかるように，インターネットを通じた
情報網（災害情報メーリングリスト，災害対策メーリ
ングリスト）を駆使して情報の共有化をはかり，全国
の各支部から寄付を募り，支援金や物資の提供，透析
スタッフのボランティア派遣を行った（日本透析医会
雑誌，Vol. 26，No. 2，2011 に詳述されている）．講演

では，東日本大震災直後でもあったことから，その時
点で把握していた被災状況および対策を説明し，北海
道・札幌透析医会の活躍について謝辞を述べた．

感染症対策部会では，「透析医療における標準的な
透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」や「透
析施設における新型インフルエンザ対策ガイドライ
ン」，「HIV 感染患者透析医療ガイドライン」を作成
した．医療事故対策部会は「透析医療事故のための標
準的透析操作マニュアル」を作成した．他にも，合併
症対策委員会の合併症対策シリーズ刊行，研修委員会
のシンポジウム（コンセンサスカンファレンス）とカ
レントトピックスセミナーの開催，公募研究への助成，
支部開催の特別講演に対する助成などがあげられる．

6　最後に

以上のような日透医の役割を理解していただいたう
えで，未入会の医師に入会を勧めた．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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要　旨

本邦において市販されている重曹透析液は酢酸含有
（約 10 mEq/L）とクエン酸含有（約 2 mEq/L）の 2 種
類がある．今回は酢酸およびクエン酸の血管内皮細胞
に及ぼす影響を in vitro で検討した．培養ヒト臍帯静
脈内皮細胞（HUVEC）の細胞活性に対する酢酸，ク
エン酸の影響について AlmarBlue 法で測定した．ま
た酸化 LDL（Ox-LDL）存在下における HUVEC の細
胞活性に及ぼす影響についても同様の方法にて測定し
た．さらに receptor of advanced glycation endopoduct

（RAGE）の mRNA 発現に及ぼす影響について RT-

PCR 法を用いて測定した．酢酸 5～50 mEq/L，クエ
ン酸 1～10 mEq/L の刺激により HUVEC の細胞活性
は濃度依存的に低下した．各濃度の酢酸およびクエン
酸と同じ pH の HCl 溶液でも同様に濃度依存的に細胞
活性は低下した．クエン酸は同じ pH の HCl と同程度
の細胞活性抑制を示したが，酢酸 20 および 50 mEq/

L では同じ pH の HCl 溶液より強い細胞活性抑制を示
した．Ox-LDL 存在下での細胞活性はクエン酸 4 mEq/

L で軽度の低下がみられたが，酢酸 20 mEq/L では著
明な低下が認められた．酢酸，クエン酸ともに RAGE 

mRNA 発現は濃度依存的に抑制したが，クエン酸の
ほうが RAGE mRNA 発現抑制効果は強かった．これ
らの結果より，酢酸とクエン酸の血管内皮細胞への影
響は異なり，酢酸のほうが細胞障害性や動脈硬化促進

効果は高い可能性があると考えた．

1　緒　言

血液透析患者を含む CKD 患者では心血管疾患の合
併が多く，予後を左右することが知られている1）．我々
は慢性維持血液透析患者を性・年齢・血液透析歴・原
疾患をマッチさせた 2 群において，酢酸含有透析液と
酢酸非含有クエン酸含有透析液を 1 年間使用し，動脈
硬化に及ぼす影響を検討した2）．この結果クエン酸含
有透析液群は酢酸含有透析液群にくらべ有意に PWV，
ABI の減少，血中エンドセリン濃度の低下を認めた．
これらの結果より酢酸やクエン酸の血管への影響は異
なる可能性が考えられた．そこで今回は in vitro の系
において，血管内皮細胞における酢酸とクエン酸の影
響を検討した．

2　方　法

2-1　細胞活性に対する影響

培養 HUVEC（三光純薬）を 5％ fetal bovine serum

添加培養液（EBM-2®＋EGM-2®）を用いコンフルエン
トになるまで培養した．酢酸 5, 10, 20, 50 mEq/L，ク
エン酸 1, 2, 4, 10 mEq/L を添加し 48 時間刺激後，Ala-

marBlue 法（Diagnostic system Inc.）を用いて細胞活
性を測定した．細胞活性は ELIZA を用い，560 nm お
よび 600 nm の吸光度にて測定した．pH の影響をみ
るために，酢酸 5, 10, 20, 50 mEq/L，クエン酸 1, 2, 4, 
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10 mEq/L 溶液と同等の pH（6.7, 5.9, 5.0, 4.3, 7.0, 6.7, 

6.1, 4.3）の HCl 溶液を作成し，これらを添加し，培養
48 時間刺激後の細胞活性も測定した．さらに Ox-LDL

（コスモバイオ）50 ng/ml を加えた培養液にて 48 時
間培養後，酢酸 5, 10, 20 mEq/L，クエン酸 1, 2, 4 mEq/

L を添加し 48 時間刺激後の細胞活性も測定した．

2-2　RAGE mRNA 発現に及ぼす影響

上記と同様に HUVEC をコンフルエントになるまで
培養後，酢酸 5, 10 mEq/L，クエン酸 1, 2 mEq/L にて
48 時間刺激し，RAGE mRNA 発現を RT-PCR を用い
て測定した．RT-PCR 法は Rashid らの方法3）に準じて

行った．

3　結　果

3-1　細胞活性に対する効果

酢酸，クエン酸ともに容量依存性に細胞活性を抑制
した．HCl 刺激では pH 依存性に細胞活性は低下した．
クエン酸はいずれの濃度においても，同じ pH に調整
した HCl の細胞活性抑制効果と同等であった．これ
に対し，20 および 50 mEq/L の酢酸刺激では，同じ
pH に調整した HCl に比べ細胞活性抑制作用は強く認
められた（図 1）．

Ox-LDL 存在下における酢酸およびクエン酸の刺激

図 1　酢酸，クエン酸および pH の HUVEC 活性に及ぼす影響
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図 2　Ox-LDL 存在下における酢酸およびクエン酸の HUVEC 活性に及ぼす影響
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では，Ox-LDL 非存在下と同様に濃度依存性に活性抑
制がみられた（図 2）．

3-2　RAGE mRNA 発現に及ぼす影響

無 刺 激 培 養 HUVEC に お け る RAGE mRNA 発 現
（比 GAPDH mRNA）は 1.14 であった．これに対し，
酢酸 5, 10 mEq/L およびクエン酸 1, 2 mEq/L での刺
激による mRNA 発現は各々 1.49, 0.77, 0.39, 0.4 であり

（図 3），クエン酸は酢酸に比べ RAGE mRNA 発現を
抑制した．

4　考　察

我々は以前，性・年齢・血液透析歴・原疾患をマッ
チさせた患者 2 群において，酢酸含有透析液と酢酸非
含有クエン酸含有透析液を 1 年間使用し，動脈硬化に
及ぼす影響を検討した．この結果，クエン酸含有透析
液群は有意に PWV，ABI の減少，血中エンドセリン
濃度の低下を認めた．Noris ら4）は，5 mmol/L の酢酸
含有透析液と酢酸非含有透析液において透析前後の血
圧差を比較すると，酢酸含有透析液のほうが有意に大
きかったと述べている．また酢酸含有透析液で透析を
行った患者血清と酢酸フリー透析液で行った患者血清
を用いて HUVEC に添加刺激をすると，一酸化窒素の
産生量は前者のほうが大きかったと報告している．彼
らはこれらの結果より，酢酸は少量においても血管内
皮細胞に影響を与え，心血管の安定性を悪化させる可
能性があると考察している．Amore ら5）も，4 mmol/L

の酢酸含有透析液は血管内皮細胞からの一酸化窒素活
性の亢進，TNF の産生増加，内皮細胞増殖の抑制作
用を認めるとしている．

我々の今回の結果では，HUVEC に酢酸，クエン酸
にて刺激をすると，濃度依存的に細胞活性を抑制した．
同じ pH に調整した HCl による刺激でも同様に細胞活
性は低下し，酢酸・クエン酸の細胞活性抑制作用は
pH による可能性が考えられた．しかし，クエン酸は
同じ pH の HCl と同程度の抑制効果であったが，酢酸
は HCl より強い抑制作用を示し，酢酸のほうがクエ
ン酸より強い細胞活性抑制作用を持ち，その細胞活性
抑制作用は pH による作用以外にもある可能性が考え
られた．

我々の以前行った臨床検討で，酢酸含有透析液のほ
うが動脈硬化促進作用は強く認められたことから，動
脈硬化促進効果を持つ Ox-LDL 存在において酢酸，ク
エン酸の内皮細胞への影響についても検討した．この
結果では Ox-LDL 存在による変化は認められず，非存
在時と同様に酢酸，クエン酸は容量依存的に内皮細胞
活性抑制効果を示した．Kamiyama ら6）は，Ox-LDL 

50 ng/ml により HUVEC の apoptosis が惹起されると
報告しているが，今回の我々の結果では Ox-LDL の刺
激による細胞活性低下は見られなかった．この理由と
して，使用した Ox-LDL の過酸化の程度が異なる可能
性が考えられた．内皮細胞刺激作用がより強い状態で
の酢酸，クエン酸の影響について，さらに検討をする
必要があると考えた．

RAGE は Ox-LDL をはじめとする過酸化物のリセプ
ターであり，これに作用することにより動脈硬化は進
行していくと考えられている7）．今回の検討では，酢
酸，クエン酸ともに濃度依存的に RAGE mRNA 発現
を抑制した．今回検討した酢酸およびクエン酸の濃度
は臨床使用の透析液含有濃度の 2 倍まで検討したが，
クエン酸のほうが酢酸に比べその抑制作用は強く認め
られた．RAGE mRNA 発現抑制という観点からみると，
酢酸よりクエン酸のほうが望ましいと思われた．

クエン酸の血管または循環系への影響についての報
告はあまり多くない．Chang ら8）は，Ox-LDL による
血管内皮細胞障害に対しクエン酸は抑制的な効果を持
つことを報告している．Gritter ら9）は，血液透析中の
血小板第 4 因子，ミエロペルオキシダーゼや Ox-LDL

の増加をクエン酸は抑制すると報告している．今回の
我々の検討では，クエン酸は酢酸よりは作用は弱いも
のの血管内皮細胞活性抑制作用は濃度依存的に認めら
れ，透析液中の含有についてはさらに検討を要すると

図 3　酢酸およびクエン酸の HUVEC RAGE mRNA 発現に
　　 及ぼす影響
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思われた．

5　結　論

今回の結果では酢酸，クエン酸ともに臨床使用の濃
度では細胞活性抑制効果は有意ではなかったが，容量
依存的に血管内皮細胞の活性抑制作用を認めた．今回
の刺激は 48 時間のみであったが，臨床で行われてい
る血液透析はこの刺激が繰り返しおこっていることを
考えると，血管内皮細胞へなんらかの影響を与えてい
る可能性は否定できないと思われた．

本研究の内容は第 54 回日本透析医学会学術集会・
総会にて発表した．この研究は日本透析医会平成 21

年度公募助成事業による．
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要　旨

2009 年 8 月，わが国初の透析患者の「新型インフ
ルエンザ」による死亡例を経験した．感染者の増加お
よび重症化が懸念されたため，沖縄県全体の維持透析
患者および透析施設スタッフを対象に「新型インフル
エンザ」罹患状況調査を行った．調査期間は 2009 年
8 月 4 日～2010 年 2 月 18 日（26 週間）で，最初の調
査のみ 2 週間，その後は 1 週毎に実施した．「新型イ
ンフルエンザ」の透析患者での罹患率はスタッフの約
4 割であった．透析患者に対し早期治療，予防投与を
積極的に行った．「新型インフルエンザ」ワクチン接
種は透析患者においても有効であると考えられたが，
感染者の重症化の可能性は否定できなかった．より致
死率の高い「新型インフルエンザ」流行に備え，透析
施設，地域，行政との連携のさらなる充実が必要であ
る．

1　諸　言

2009 年 4 月にメキシコで発生した「新型インフル
エンザ」はまたたく間に世界中に広がった．WHO の
みならず各国独自の対策が注目された．わが国では過
剰な水際対策，マスコミの報道過熱など問題点はあっ
たが被害は最小限に留まった．沖縄県透析医会では

「新型インフルエンザ」の発生に備えて「新型インフ
ルエンザ」の発生前より勉強会，講演会を開催し，会
員間での感染防止に対する危機意識は高まっていた．

しかし 2009 年 8 月，わが国初の透析患者の「新型イ
ンフルエンザ」による死亡例を経験し，危機は現実の
ものとなった（図 1）．

感染者の増加および重症化が懸念されたため，沖縄
県全体の維持透析患者，および透析施設スタッフの

「新型インフルエンザ」罹患状況を，関係する二つの
団体（沖縄県人工透析研究会，沖縄県透析医会）が協
力して調査を実施した．調査は沖縄県人工透析研究会
の事務局を通じて行い，全施設の協力が得られた．今
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図 1　透析患者で死亡例を報じる号外
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回の事例は今後の危機対策の一助として，また透析施
設の社会的役割，行政との連携を図るうえでも参考と
なると考えられる．

2　対象・解析方法

沖縄県人工透析研究会の事務局を通じて，沖縄県下
の全透析施設（73 カ所）にファックス，電話により，
毎週の新型インフルエンザ罹患状況を調査した．会員，
非会員にかかわらず調査期間中を通じて全施設より回
答を得た．調査内容は，スタッフおよび透析患者にお
ける感染者数，透析患者においては性，年齢，合併症
など必要最小限度の記載をお願いした．また調査開始
時点でのスタッフ数，患者数も同時に調査した．調査
期間は 2009 年 8 月 4 日～2010 年 2 月 18 日（26 週間）
で，初回の調査のみ 2 週間，その後は 1 週毎となって
いる．行政のほうでも対策室が設置され，定期的に情
報が提供された（表 1）．

3　結　果

週あたりの発症数を調査し，患者での罹患が連続 2

週間ゼロとなった時点で調査を終了した．透析患者の
発症例の概略を表 2 にまとめた．症例数は 103 名（う
ち，男 59.2％）で，年齢は 55.6 歳であった．何らか
の合併症を有する例が 51.5％ であった．透析患者で
の発症数は 2.5％ で，スタッフ（6.2％）の約 4 割にと
どまった（表 3-1）．新型インフルエンザ罹患率およ
び簡易キットＡ型陽性罹患率では，透析患者はスタッ
フに比し罹患率，簡易キット A 型陽性率が半分以下
であった（表 3-2）．逆に，透析患者では罹患患者に
おける早期治療・予防投与の割合はスタッフに比し高
率であった（表 4）．

4　考　察

沖縄県は離島が多く，航空機，船舶での人的移動が
多く一挙に感染が拡大する懸念がある．今回は全国よ
り「新型インフルエンザ」の流行の開始が遅れていた
が，全国初の透析患者の死亡例が発生し，透析施設で
の現状把握の必要性が改めて認識させられた．

今回の調査により，透析患者の罹患率はスタッフに
比しむしろ低率であることが判明した．この理由とし
て，スタッフの年齢（未調査）が患者群より若く女性
が多いことが関与していると考えられる．家族や他人
との接触の機会の多いスタッフのほうに，インフルエ

表 1　沖縄県における新型インフルエンザ発生状況

1. 1 例目は 6 月 29 日発症
2. 全国に先駆けて 8 月中旬に流行（第 33 週より警報発令）
　 　　⇒全国初の死亡者
3. 9 月にいったん減少したが，10 月以降除々に増加
4. 年末に再度急増し，2 度目のピークを経験した
5. 年代別では 0～14 歳が約 55％ を占める
　 50 歳以上は 4.7％
6. これまでの推定患者数は約 22 万例
　 重症約 21 例，死亡 3 例

（沖縄県福祉保健部新型インフルエンザ対策室専任チーム：新型インフ
ルエンザの経験より）

表 2　症例のまとめ

1. 発症総数 103 例
2. 男　性 61 例（59.2％）
3. 年　齢 55.6 歳
4. 原疾患
　　　糖尿病 20.4％
5. 透析歴 103.8 カ月
6. 合併症†

　　　脳卒中 9.7％
　　　心疾患 28.2％
　　　悪性腫瘍 3.9％
　　　COPD 3.9％
　　　なし 48.5％

†　複数回答あり

表 3-1　新型インフルエンザ罹患率

透析患者 スタッフ

総　数 4,137 1,290
罹患数 103 80
罹患率（％） 2.5 6.2

（第 26 週時点　2010 年 2 月 18 日）

表 3-2　簡易キット A 型陽性新型
　　　　　 インフルエンザ罹患率

透析患者 スタッフ

総　数 4,137 1,290
罹患数 74 76
罹患率（％） 1.79 5.89

表 4　新型インフルエンザ罹患者に占める
　　　　　 早期治療・予防投与患者数

透析患者 スタッフ

新型インフルエンザ罹患数 103 80
早期治療・予防投与患者数 29 4
早期治療・予防投与率（％） 28.3 5.0
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ンザ感染の比率が高い可能性や，透析患者には高齢者
が多く人的接触が少ないことが関与している可能性が
ある．

インフルエンザにかぎらず感染症の発症には免疫や
栄養状態が深く関与している．日本透析医学会の年度
末調査では，感染症による死亡率が徐々に増加してお
り，死因全体の 20％（第 2 位）を占めている．高齢
者や合併症を有する患者が増加している背景から，イ
ンフルエンザが重症化し死亡する危険性は高いと考え
られる．

血液透析患者は週に 2～3 回透析室に来院すること
から，看護師，医師によって体調の異常があれば発見
されやすい環境にある．「新型インフルエンザ」の流
行期間中は特に発熱，自覚症状等に関する問診が重要
である．今回，いくつかの施設では，患者の自覚症状
または（新型）インフルエンザ感染者への濃厚接触歴
があれば積極的に予防薬を処方した．週末などでは対
処が遅れ重症化する可能性もあるので，透析患者には
十分説明したうえで採用すべき方法の一つである．

今回の「新型インフルエンザ」の教訓は，監視体制
を整備し早期発見，早期（予防）治療によって被害が
最小限度に抑えられたということである．「新型イン
フルエンザ」対策ガイドライン1）を参考に作成した沖
縄県透析医会の「新型インフルエンザ」対策を表 5 に
まとめた．情報源を統一し正確な情報を迅速に透析施
設へ届けることが重要である．透析療法に関わる危機
管理の一環として，インフルエンザ対策は日頃の連携
体制の練度を測る指標となる．

わが国の透析療法の特徴として，民間クリニックで
管理されている患者が多いことがあげられる．沖縄県
では施設数で 88％，患者数で 90％ が民間施設で管理
されており，民間施設の役割が大きい2）．個々の透析

施設での対策と同時に地域，行政単位での連携が重要
である．一部の施設であるが，ファックスを送付して
も担当者が不在の事や，透析室と離れており即時性に
難のある施設も存在した．インターネット，電話網な
どの整備に加え現場のソフト面での状況把握，改善が
課題として残った．日本透析医学会の年度末調査でも
USB の使用は約 8 割の施設に留まっている3）．

5　結　論

沖縄県下の全透析施設の協力をえて，2009～2010 年
（26 週間）に透析患者および当該施設のスタッフを対
象に「新型インフルエンザ」の罹患状況調査を実施し
た．

①　透析患者での「新型インフルエンザ」の罹患率
はスタッフの約 4 割であった．

②　透析患者に対し早期治療，予防投与が積極的に
行われ有効であった．

③　「新型インフルエンザ」対策ガイドラインは有
用であった．　

④　透析患者集団の「新型インフルエンザ」罹患率
はスタッフに比し低率であるが重症化する可能性
は否定できない．

謝　辞

今回の調査は多くのスタッフの全面的な協力によっ
て可能となった．以下，施設名を記して謝意を表す．

赤嶺内科，安立医院，池村内科医院，石垣島徳洲会
病院，伊良部島診療所，うえず内科クリニック，うち
ま内科，浦添医院，浦添総合病院，おおうらクリニッ
ク，大浜第一病院，沖縄県立中部病院，沖縄県立南部
医療センター・こども医療センター，沖縄県立北部病
院，沖縄県立宮古病院，沖縄県立八重山病院，沖縄赤

表 5　沖縄県透析医会の新型インフルエンザ対策

1. 各透析施設における新型インフルエンザ対策の行動計画の策定
　（“透析施設における新型インフルエンザ対策ガイドライン” による自院マニュアル作成）
2. 透析患者さんへの啓発活動
　（手洗い，うがい，咳エチケット，検温，発熱などの早期連絡）
3. 抗インフルエンザウイルス薬による早期治療の徹底
　（インフルエンザ検査の結果に拘わらず，臨床症状による早期治療）
4. 濃厚接触者への積極的な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与
　（但し，予防投与は自己負担）
5. 行政との緊密な連携
6. 新型インフルエンザワクチンの積極的な接種
　（季節型インフルエンザワクチン，肺炎球菌ワクチンの積極的な接種）
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十字病院，沖縄第一病院，おもろまちメディカルセン
ター，海邦病院，かつれん内科クリニック，川根内科
外科，北上中央病院，喜屋武内科クリニック，クリニ
ックひがし野，公立久米島病院，こくらクリニック，
こくら台ハートクリニック，国立療養所沖縄愛楽園，
首里城下町クリニック第一，首里城下町クリニック第
二，翔南病院，砂川内科医院，すながわ内科クリニッ
ク，メディカルプラザ大道中央，たいようのクリニッ
ク，ちばなクリニック，中部協同病院，中部徳洲会病
院，ちゅら海クリニック，同仁病院，とうま内科，徳
洲会新都心クリニック，徳山クリニック，豊見城中央
病院，とよみ生協病院，中頭病院，地方独立行政法人
那覇市立病院，那覇西クリニック，南部徳洲会病院，
西崎病院，西平医院，ハートライフ病院，古堅南クリ
ニック，平安山医院，北部地区医師会病院，北部山里
クリニック，牧港中央病院，まつお TC クリニック，
豆の木クリニック，嶺井医院，みのり内科クリニック，
美原クリニック，医療法人中部徳洲会宮古島徳洲会病
院，みやざと内科クリニック，安木内科，友愛会南部

病院，与勝あやはしクリニック，与勝病院，吉クリニ
ック，与那覇医院，与那原中央病院，よみたんクリニ
ック，琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部（翁長
さおり，井関ちほ）

この研究は，日本透析医会平成 21 年度公募助成に
よるものである．また，論文の要旨は透析会誌4）に報
告した．
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3） 日本透析医学会統計調査委員会：わが国の慢性透析療法の
現況．日本透析医学会，2009．

4） 徳山清之，井関邦敏：沖縄県における透析患者新型インフ
ルエンザ罹患状況調査．透析会誌，43； 979-982，2010．
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岡山県医師会透析医部会は平成 9（1997）年発足以
来，岡山県医師会の部会としての透析関連医師会活動，
日本透析医会の岡山県支部としての機能を果たしてい
る．特徴的なことは，岡山県下の全透析施設 62 医療
機関が加入していること，さらに災害時のネットワー
クには透析施設以外に行政，日赤も加入し，毎年行わ
れている行政（岡山県保健福祉部医薬安全課），NPO

法人岡山県腎臓病連絡協議会，岡山県医師会透析医部
会幹部の三者懇談会を行い，それぞれの立場から意見
交換していることである．

今回は下記の部会活動の一端である震災への対応，
透析患者の通院問題について，取り組み状況を報告す
る．

1　災害対策への対応について

災害対策への対応（1-1，1-2，1-3 については，笛
木久雄（笛木内科医院）から報告する．

1-1　岡山県医師会透析医部会のあゆみと災害対策

1995 年 1 月 17 日，午前 5 時 43 分，M 7.3 の直下型
阪神淡路大震災が発生した．岡山県側では震度 4～5

が観測され，テレビニュース番組はすべて震災ニュー
スで塗り潰され，倒壊した高速道路，ビル群，住宅と
続発する大火災が放映された．兵庫県南部での大震災
は予想を超えるものであり，震災の恐ろしさを見せつ
けられた．

岡山県では，まさに目の前で起こった惨状に対し，
一気に災害対策の気運が高まった．1997 年，岡山県

医師会理事会の承認を得て，県医師会の一活動部会と
しての岡山県医師会透析医部会が発足した．県医師会
の名称には草野功現透析医部会会長の多大な尽力があ
り，二つの大きな目的があった．一つ目は県内全透析
施設に会員登録を促すこと，二つ目は災害に備えて，
任意団体ではなく県医師会として行政と協議，また交
渉を行うためであった．この効果は数年後に結果とし
て現れ，県内全透析施設が会員として登録された．ま
た県は透析医療に電気と水が不可欠であることに理解
を示し，災害時，水道の止まった透析施設には，必要
であれば自衛隊に要請してでも給水を優先的に確保す
ることを約束してもらえた．

一方，透析医部会の要となる災害対策に関しては，
2000 年 7 月にパソコンによる最初のインターネット
を利用した「災害情報ネットワーク」が完成し，全透
析施設に ID，パスワードを交付し，Cookie を利用す
ることで簡単にログインでき，ネット上での防災訓練
が可能となった．毎年 9 月の防災の日前後に県内全透
析施設参加による防災訓練を実施し，県防災関連課

（医薬安全課，施設指導課）にもオブザーバーとして
参加してもらい，災害情報ネットワークの画面のチェ
ックを頼んでいる．

岡山県医師会透析医部会（以下透析医部会）は防災
体制と防災意識の維持・連携・強化を目的とし，三つ
の協議会を立ち上げた．すなわち，①1999 年：防災
責任者連絡協議会，②2003 年：三者懇談会（透析医
部会，県腎協（患者会），県行政），③2007 年：透析
医部会・透析関連企業連絡協議会が次々と発足した．

た　よ　り

岡山県支部だより

草野　功

日本透析医会岡山県支部
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これによって防災体制の主役が透析医部会，県腎臓病
協議会（患者会），透析関連企業，県行政の四者となり，
毎年定期的に協議会を開催している．

災害情報ネットワークは会員相互の連携を強める要
となり，平時は日本透析医会からの情報を会員に提供
している．年々バージョンアップを重ね，地域密着型
のネットワークとして，災害時には施設から施設への
透析患者移送，受け入れを画面上で操作できるように
設定されている．

1-2　中国 5 県連合体制

1998 年，川西秀樹先生（広島市土谷病院）の提唱
により，中国地区災害情報ネットワーク会議が発足し
た．県毎に代表者を選任し，毎年中国腎不全研究会の
会期中に防災会議を開催することになった．その後
2004 年には中国地区合同透析医療災害対策会議と名
称を改め，各県毎に岡山県と同様のホームページを設
定した．同時に県毎の会員メーリングリストを作成し
情報操作を強化した．これによって防災訓練は，日本
透析医会の災害情報伝達訓練に合わせて中国地区独自
の災害を設定し，各県毎に同時に実施している．同じ
災害情報ネットワークを用いることにより，県から県
への透析患者移送，受け入れが画面上で可能となった．
中国 5 県は連合体として災害に備えることになってい
る．

1-3　東日本大震災への対応

2011 年 3 月 11 日，14 時 46 分，M 9.0 と い う 東 日
本大震災が発生し，青森県から茨城県に至る海岸が大
津波に呑み込まれた．岡山県としてはその日のうちに
災害対策委員会を開き，被災透析患者の受け入れを決
定した．

3 月 14 日（月），早速岡山県庁に出向き，災害担当
者と協議したところ即座に全面協力の約束をもらえた．
予想される被災透析患者のうち，外来通院患者の住宅
を提供するという内容であった．その足で岡山市役所，
倉敷市役所，JR 西日本岡山支社に足を運び，県の協
力を説明したところ，三者とも同様の協力を約束して
もらえた．約 1 週間で，岡山県営住宅 25 戸，岡山市
営住宅 20 戸，倉敷市営住宅 10 戸，JR 西日本岡山支
社社宅 10 戸，計 65 戸の空き家が提供されることにな
った．驚いたことに，これらの空き家に対してすべて

内装（畳，カーテン）を一新し，生活備品（冷蔵庫，
洗濯機，掃除機，炊飯器，炊事用具一式，洗面用具
等々），寝具（一戸に 5～6 人分）にいたるまで新品で
搬入するという内容であった．さらに JR 西日本岡山
支社では一戸に 1 台の自転車まで備えていただいた．
もちろんすべて無料であった．

同時進行で県内全透析施設に患者受け入れを要請し
たところ数日以内に 65 施設から回答があり，入院
137 人，外来で 340 人，計 477 人の受け入れが可能と
なった．また岡山県腎臓病協議会（患者会）からの支
援協力の申し出があり，外来通院患者の住宅を含め，
生活情報や精神的支援の引き受けがあった．また，岡
山県や各市の行政では，入居者の生活保護支援，就職
支援もしてもらえることになった．交通運輸ではタク
シー会社，バス会社を含め数社による岡山空港，岡山
駅に到着する透析患者の割り当てられた住宅への無料
移送の申し出があった．

このように準備万端が整っていつでもどうぞという
状況ではあったが，被災透析患者の移動は富山県，石
川県止まりで終了した．ある意味で残念ではあったが，
今回の一連の支援活動の結果，災害時，行政，民間を
含め即座に強力なバックアップ体制が組めることが実
証されたことが貴重な財産となった． （笛木久雄）　

2　岡山県北部の透析患者の通院手段について

岡山県における透析患者の実態調査については平成
19 年に行い，その結果はすでに日本透析医会雑誌に
報告したところである．透析患者の高齢化，合併症の
重症化に伴い，長期入院の増加，通院困難な事例が増
え，通院送迎が問題となっている．岡山県医師会では
医療機関による送迎は禁止されているため，透析患者
に限って送迎を許すことは困難な状況となっている．

透析医療機関が患者の送迎を行うことは医療機関の
コスト負担が増加し，経営を圧迫することにもなる．
また，患者は送迎医療機関に流れ，患者の取り合いな
どが起こる可能性があり，地域医療システムを崩壊さ
せることも懸念される．したがって，岡山県医師会透
析医部会では透析患者の送迎は原則禁止としている．
全国的にはかなりの施設で送迎はされているようだが
問題はないのだろうか．

この問題に対する岡山県北部地域の通院困難な地域
における取り組みを 3 例紹介する．まず，高梁地区に
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ついて池田洋（池田医院），新見地区について仙田哲
郎（新見クリニック），さいごに患者の立場から NPO

法人岡山県腎臓病協議会からの報告である．

2-1　高梁地区の状況

当院の所在地である高梁市は岡山県中西部の中山間
地にあり，市内のみならず，吉備中央町，新見市，井
原市，総社市から通院している患者もいる（図 1）．交
通機関は車しかなく，ほぼ全員の患者が自家用車また
はバスで通院しているが，高齢化により通院困難な患
者が増加しており，当院では平成 11（1999）年より
この問題に積極的に取り組んでいる．

全国各地で腎友会が送迎事業を行っているが，それ
には様々な問題点があり，行政サービスとして実施さ
れることが理想的であると考えた．高梁市では平成
10 年 6 月より，社会福祉協議会が運営する福祉移送
サービスが開始された．しかし，利用回数が年間 12

回という制限があること，利用料金が透析 1 回当たり
3,500 円かかり，1 カ月では 4 万 5,500 円と高額である
ために継続的な利用は困難だった．そのため当院と高
梁地区腎友会が共同で，高梁市および社会福祉協議会
に対し，移送サービス制度の改善について陳情した結
果，透析患者の通院を主目的とした運行基準が制定さ
れ，平成 11 年 11 月より週 3 回まで利用可能となった．
送迎車は乗合制とし，同方向の患者宅を巡回すること

になった．料金は市内をおおむね距離によって 2 分割
し，1 回の透析につき 750 円または 1,250 円となり，
通院費用が大幅に軽減された．

さらに，高梁市・社会福祉協議会と運転手の役割お
よび運用の申し合わせを行い，それに基づき，当院で
は送迎車の到着時間に合わせて，スタッフが駐車場ま
で患者を出迎えに行き，運転手には一切負担をかけな
いようにしている．家族の介助が得られない患者は，
介護保険を利用して，出発時と帰宅時にヘルパーを自
宅へ派遣してもらい，乗降の介助を受けている．この
場合には，主治医・透析スタッフとケアマネージャ
ー・ヘルパーとの合同会議を繰り返し開催し，綿密な
打ち合わせを行っている．その他，運用面での申し合
わせを行った．この 12 年間に交通事故が 1 件発生し
た．幸いにして人身事故はなかったが，事故のことを
考えると，送迎は公共サービスとして実施されること
が望ましいと実感している．

平成 16 年 10 月 1 日に高梁市と周辺 4 町が合併し，
新高梁市が誕生し，平成 17 年 4 月より，新高梁市全
域で移送サービスが実施された．利用料金は，おおむ
ね距離により透析 1 回につき 750 円，1,250 円，1,500

円，1,750 円の 4 段階となった．同時に料金の半額を
市が補助してくれることになり，自己負担額が大幅に
軽減された．

この制度により患者の通院手段が確保されたが，そ

図 1　高梁地区の位置
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の一方で，当初の申し合わせに反する事例が多発して
きた．また，高梁市の行政サービスであるが故に高梁
市民しか利用できないことと，高梁市内の医療機関へ
の通院しか利用できないという問題がある．移送サー
ビスを受けるために高梁市内に転居した患者もいる．
この点については，岡山県医師会透析医部会と県腎協
が共同で県内全域での実施に向けた活動に取り組んで
いるが，行政の管轄を超えた広域的な取り組みが望ま
れる． （池田　洋）　

2-2　新見地区の透析タクシー

「当院の患者会 “NPO 法人新見地区腎友会” が行っ
ている福祉有償運送」（以下，“福祉有償運送”）が平
成 23 年 6 月の山陽新聞に「透析タクシー」として紹
介された．それに至った経緯などを，紹介させていた
だく．

新見市は，岡山県の北西部に位置し（図 2），3 万 4

千人足らず（平成 10 年 10 月）の中国山地の山間にあ
る地方都市で，このような地区に共通する高齢化，過
疎化，交通機関の脆弱化といった社会的問題を抱えて
いる．新見クリニックは，透析施設のなかったこの地
域の要望にこたえる形で，平成 2 年に外来透析専門ク
リニックとして開院し，現在もこの地域唯一の透析施
設として地域医療に携わっている．現在 80 人余りの
透析患者が新見クリニックで透析を受けているが，そ

の半数は 10 km 以上離れたところから通院している．
平成 12 年頃には，先に述べた社会的問題により通

院困難となる患者が 77％ を占め，通院支援を希望し
ていることが判明した．そのため，平成 13 年 2 月か
らクリニックによる有料送迎が開始され，その後道路
運送法改正（平成 18 年 10 月）に伴って無料送迎とな
った注）．しかし，送迎の無料化はクリニック側の経済
的負担が大きく，将来継続困難となることが危惧され
たため，患者会とクリニックで通院検討委員会を設け
協議を重ねた．その結果，患者会が NPO 法人格を取
得し，福祉有償運送を行えば患者負担の少ない有料送
迎が可能という結論に達した．平成 21 年 3 月，新見
地区腎友会が NPO 法人として認証され，新見市福祉
有償運送運営協議会の了解を経て，翌年 1 月より “福
祉有償運送” が開始された．現在，送迎路線は 4 本，
450 円を上限とする距離制運賃で，33 人が利用してい
る．

この “福祉有償運送” により，患者側は自ら door to 

door の通院手段を確保することができた．一方で，
NPO 法人が “福祉有償運送” 以外の腎不全用調味料販
売事業などを合わせても，単独で存続していくのは経
済的には困難である．そのため，クリニックが支援を
行っているが，無料送迎に比べるとクリニック側の経
済的負担は軽減されている．

山間地域の透析治療は，通院手段の確保と切り離し

図 2　新見地区の位置
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て考えるのは不可能であり，引き続き “福祉有償運送”

が継続できるよう努めていきたいと思う．また，この
試みが他の山間部透析医療に多少なりとも参考となる
ことを願っている．

注）　新見クリニックは平成 22 年 4 月までは，萬治医院
（鳥取県）の分院であり，新見クリニックによる送迎は，
鳥取県での慣例に基づき行われたと思われる．

 （仙田哲郎）　

2-3　通院問題への取り組み

透析患者の通院問題は，患者の高齢化が進み超高齢
化と言われてきている現在においては，特に重要課題
として考えている．高齢化は，すなわち，独居老人，
老・老世帯の増加を意味しており深刻化しつつある．
要支援，要介護の患者も増加してきており，「生命と
生活を守る」ための通院手段の確保は喫緊の課題とし
て捉えている．岡山県腎臓病協議会（県腎協）では

「通院・介護委員会」を組織し積極的に取り組んでい
るところである．
「通院・介護委員会」では，患者の通院頻度も非常

に高いということもあり，通院費用等，経済的問題も
重要課題と考え「安心・安全・安価」な通院手段を確
保すべく各腎友会とも連携しながら取り組んでいる．
また，行政機関，公共交通機関とも連携を模索してい
るところである．

岡山県内においては，病院において独自の通院シス
テムをとっているところもあるが，地方自治体におい
ては福祉対策の交通システム対応のところもある．ま
た，デマンド交通のような市民のための新交通システ
ムを構築しているところもあり，各自治体において交
通弱者に対する対応が広がってきている．県腎協「通
院・介護委員会」においては，自治体で行われている
新交通システムに透析患者の通院がうまく利用できる
よう運行日，時間等の調整のお願いもしているところ
である．

通院問題は，医師会の理解と協力なくしては，患者
のための交通システムの構築は厳しいものがあると考
えている．今後とも，よろしくお願い申し上げたい．

 （NPO 法人岡山県腎臓病協議会）　



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 3　2011560

1　支部の概況

本県では，昭和 40 年代から腎移植の推進と透析医
療の学術振興を主たる目的として，長崎大学医学部の
泌尿器科と第二内科を中核とする腎不全対策協会が運
営されてきた．

その後，平成 16 年 4 月に新たに長崎県透析医会が
発足し，災害対策を始め各種の講演会開催や，施設間
の連携円滑化を図る業務を担当する組織として運営さ
れてきている．当初は数カ所の施設と会員十数名の組
織としてスタートしたが，その後徐々に会員数は増加
し，平成 23 年 3 月末現在で施設 20 カ所，会員 52 名
を数えるまでに至っている．現在の役員名を表 1 に示
す．近年では，各施設のスタッフを交えて参加者が
100 名を超える講演会を年数回開催する他，様々な連
絡会議を運営する機会も増加してきている．

このような医会運営の経過の中で，今回の東日本大
震災は透析医療を安全にして安定的に継続していくた

めの一大契機であり，全国的にそれぞれの地域におけ
る災害時の対策体制構築は急務となっている．

長崎県透析医会では，従来より災害時情報伝達は長
崎大学血液浄化部をセンターとし，本県を 4 地区に分
けて電話やメールを使用した連絡網を構築し，それぞ
れの地区ごとに独自に連絡・連携をとって，密接で実
際に則した稼働が可能となるべく組織整備を進めてき
た．今後は今回の震災の教訓を生かし，長崎県透析医
会として，より積極的にイニシャティブを執って対応
していくべきであると考えている．

具体的には，関連する臨床工学技士会や看護師会等
とも協議しつつ，長崎県をはじめ地域行政機関や医師
会，薬品・医療器材を扱う業者とも連携を図り，実際
を想定した訓練なども行って即実践可能な組織体とし
て運営してゆくことを目標としている．災害対策を始
めとするこれらの組織構想やその構築については，当
然のごとく透析患者の関心も高く，各施設の患者会か
らも参加を希望する旨の要請があると聞いている．

このほか，九州・沖縄地方では現日本透析医会副会
長の隈博政先生の呼び掛けにより，平成 17 年より各
県の代表者による多方面にわたる情報交換の場がもた
れるようになった．毎年 2 回，定期的に連絡会議が実
施され，各県相互の状況説明や情報収集に大いに役立
っている．

これからはこの連携がさらに活用されて，各県での
災害対策に関する体制整備や情報収集に役立てられて
いくとともに，隣県との連携，さらには九州・沖縄地
方における広域での災害にも対応可能な連携組織とし

た　よ　り

長崎県支部だより

新里　健

長崎県透析医会

表 1　長崎県透析医会役員名簿

会　長　　新里　健（新里クリニック浦上）
副会長　　舩越　哲（長崎腎病院）
幹　事　　柿添博史（柿添病院）
　　　　　川富正弘（川富内科医院）
　　　　　丸田直基（ニュー琴海病院）
　　　　　田所正人（長崎市立病院成人病センター）
　　　　　原田孝司（長崎腎病院）
　　　　　錦戸雅春（長崎大学病院）
　　　　　宮崎正信（宮崎内科医院）
　　　　　菅　典義（菅医院）
　　　　　松屋福蔵（長崎医療センター）
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て運営されることを期待している．

2　活動内容

長崎県透析医会の総会・幹事会は腎不全対策協会と
の協力のもと，原則としてそれぞれ毎年 1 回実施され
る．また，毎年 2 月にはこの協議会が主催する長崎県
透析研究会が開催されている．しかし，壱岐対馬，五
島列島をはじめとして離島が多く南北に長い地理的状
況もあって頻回の会合が困難なため，各地区の連絡会
議に実践的な対応は委ねる一方，全県下対象の講演会
などの機会を有効に活用し情報交換を実施するように
努めてきた．

その他，最近の講演会などの開催実績は表 2 の通り．

3　今後の方針

①　災害対策
災害発生時に確実に透析医療を継続していくために

は，まず発災にさいして速やかな対応が可能な組織形
成が必須であり，そのためには日常運営の中にこれら
を組み入れてマニュアル化しておく必要もあると思わ
れる．これからは県下の地域毎に，それぞれが主体性
を持った，より実践的な組織造りを行うように促すと
ともに，相互に情報の定期的交換などを行って，実際
に活用してもらおうと考えている．

②　高齢透析患者対策
現在でも高齢化社会の進行とともに透析患者の高齢

化問題は深刻度を増している．今後はさらに重大な社
会問題として，その対応を迫られると懸念している．
中でも，通院問題に加えて，高齢者のみで生活してい
る患者に対する対応は急務となってきている．まずは
送迎車の運行など，通院手段の整備とその確保が必須
の対策とされてこよう．次に住宅をはじめとした生活
全般への支援をいかに行っていくべきなのか，地域社
会を支えていく一員としての立場から，行政や医師会
とも連携を取りながらの具体的な方法の模索が必要と
される．

③　その他
スタッフ確保の問題や保険関連対策，また運営資源

の不足などを要因とする小規模施設の閉院と離島遠隔
地での透析難民問題など，山積する諸問題に一つひと
つ地道な対応をしていく必要に迫られている．

以上，述べてきたように，透析医療を取り巻く環境
には解決困難な諸問題や，懸念される材料が数多く存
在している．県下の会員結束はもとより，日本透析医
会をはじめ各都道府県医会との密接な情報や意見の交
換と連携が不可欠であり，さらには関連する諸機関と
の協調も必要と思われる．

従来にも増して，本県医会に対するご指導や諸事に
対してのご協力につき，宜しくお願いを申し上げ今回
のたよりとさせて頂きたい．

表 2　最近の長崎県透析医会の講演内容

平成 19 年 7 月 26 日　　透析災害対策講演会・検討会
　　　　   9 月 11 日　　透析災害対策検討会
平成 20 年 11 月 11 日　　新型インフルエンザ対策勉強会
　　　　　　　　　　　  「新型インフルエンザの歴史，対策，課題-国際協力の視点から」
平成 21 年 3 月 12 日　　透析医療セミナー「透析施設における新型インフルエンザ対策」
平成 22 年 5 月 6 日　　透析医療セミナー「透析室における安全管理」
平成 23 年 5 月 19 日　　透析医療セミナー「認知症を併発した透析患者：理解と問題行動への対応」
　　　　   8 月 25 日　　末梢血管再生治療研究会
　　　　   9 月 22 日　　災害対策講演会「透析医療の災害対策～東日本大震災を踏まえて」
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本稿では，前号で報告後，平成 23 年 7 月 22 日，9 月 30 日，10 月 28 日に開催された計 3 回の常

任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報告し

ます．

1. 公益社団法人への移行について

以前より本欄でも経過報告をしていた公益社団法人への移行の件ですが，6 月末日に移行認定申

請書を提出したところ，内閣府・公益認定等委員会において，新公益法人への移行が妥当であると

の判断が出され，10 月 21 日付けをもって内閣総理大臣宛に答申がなされました．
当会は，昭和 62 年に厚生省認可の社団法人として発足以来，「患者も医療従事者も，ともに喜び，

ともに幸せを感じる透析医療」の提供を目指して事業を展開してまいりましたが，今回の震災対応

も含め，これまでの活動の成果と意義が認められ，公益性が高いと評価されたことになります．
これまで日本透析医会の事業を支えて頂いた役員，会員，ご助言・ご指導いただいた厚生労働省

の方々，ご支援頂いた各団体の方々に心より感謝申し上げます．

2. 次期診療報酬改定についての要望

平成 24 年度の診療報酬と介護報酬の同時改定に向けて，日本透析医会として 7 月 29 日に厚生労

働省保険局医療課を訪問，医会として考え方をご説明させていただきました．そこでのやりとりも

踏まえ，これまでの会員の先生方のご意見も参考にさせて頂き，10 月 28 日に再度厚生労働省を訪

問し，正式に要望書を提出しました．要望書の内容は，回復期リハビリテーション病棟における透

析の技術料の算定を可能にして欲しいということ，請求できる透析回数の制限を月 14 回から 16 回

にして欲しいということ，障害者加算の適用拡大，療養型病床群における透析患者の扱いを医療区

分 2 から 3 にすることなどです．それ以外に，DPC における透析関連請求の問題点，CAPD の HD

併用における請求の問題点，オンライン HDF の問題などについて時間をかけてご説明させていた

だきました．
前回の水質確保加算の要望，前々回の透析時間区分復活の要望のような大きなテーマではありま

せんが，いずれも臨床に直結する大事な要望をさせていただいたと考えております．診療報酬改定

の情報が得られましたら会員の皆様にはいち早くご報告させて頂く所存です．

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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3. 日本透析医会研修セミナーについて

平成 23 年 10 月 23 日（日），福岡市のアクロス福岡イベントホールにおいて，日本透析医会研修

セミナー「透析医療における Current Topics 2011（福岡開催）」を，主題を「日常透析に横たわる

困難性への挑戦」として開催しました．日本透析医会の活動の周知，地方組織の先生方との交流も

期待して，このたびはじめて透析医会の研修セミナーを東京以外で開催させていただきましたが，
過去最高の参加をいただきました．誠に感謝申し上げます．

次回は，平成 24 年 5 月 20 日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京で研修セミナーを開

催します．また平成 24 年 10 月 21 日（日）には，名古屋での開催を予定しております．詳細につ

きましては，本誌あるいは医会 HP にてご案内させて頂きますので，多数のご参加をお待ちしてお

ります．

4. 災害対策について

今回の東日本大震災の被災および対応について，日本透析医学会と日本透析医会の合同で全国調

査を行うことになり，私，山川が医学会の震災調査ワーキンググループのメンバーとして参加する

ことになりました．これまでの災害対策の知見を踏まえ，日本透析医会としての提案をワーキング

グループに提案する，という形で活動しています．
また，今回の震災で，災害時情報ネットワークの運用について様々な問題が明らかになりました

が，このたび，政府の 3 次補正予算で，ネットワークの改修費用として約 1,000 万円の予算が計上

されることになりました．これは，日本透析医会の災害対策が行政にも評価された結果で大変光栄

に感じております．

5. 日本透析医会公募研究助成

日本透析医会は，例年，腎臓病，腎不全医療研究者に対する研究公募助成を行っておりますが今

年は 24 件の申請がありました．たくさんのご申請を頂き誠にありがとうございます．研究助成審

査委員会にて，外部委員を含む厳正な審査を行い助成対象研究を決定させていただきます．
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﹁絆﹂     長澤俊彦　

絆
きずな

は，もともとは動物を繋ぎとめておく綱のことを言うが，もう一つ絶ち難い人と人との結びつきのこと

を指す．後者の典型例が親と子の絆である．

今年の 3 月に東日本の大地震，津波，それに付随して福島の原発事故という大きな災害があったが，外国

のメディアも称賛の報道をしているように，被害に遭われた方々はお互いに助け合って冷静沈着に行動され

た．これは普段からの人と人とのすばらしい絆が形成されていたからであろう．被災地の透析医療施設も被

害を受けられたことと思うが，行政の素早い対応と近隣地域の透析施設の応援を受けて，透析患者さんに迷

惑をかけることなく円滑に透析医療が行われたと仄聞している．

ところで，さまざまな医療の中で緊急時と平時にかかわらず透析医療ほど人と人の絆が大切なものはない

であろう．患者さんと医療スタッフ，患者さんと家族，あるいは患者さん同士とその絆を数え上げればきり

がない．なぜ透析医療では格段に人と人との絆が大切なのであろうか．それは透析医療が患者さんにとって

一生涯続く医療であり，医療スタッフにとっては毎日行われる医療行為が一糸乱れぬチームワークを必要と

するからである．

私はほぼ 40 年近く東京三多摩の三鷹市にある杏林大学病院で透析医療を含む腎臓疾患の治療に携わって

きた．まだ学校健診や職場健診で検尿が普及していなかった昭和 30 年代の後半から 40 年代前半にかけては，

慢性腎臓病の発見が遅れて，強い貧血，高血圧，呼吸困難を訴えて夜間の救急外来を受診して初めて，病期

が進行し透析治療を必要とする末期慢性腎不全と診断される若者が決して少なくなかった．

当時，多摩地区で透析治療を専門とする施設は数施設にすぎなかった．杏林大学病院も遅ればせながらセ

ンター方式の透析施設を昭和 45（1970）年にたちあげたが，そのころから透析医療を専門に実施する施設

が徐々に増えてきた．そこで，杉崎弘章先生をはじめ三多摩地区で透析医療をすでに実施されている数人の

パイオニヤーの施設の先生方が音頭をとって，昭和 54（1979）年 12 月，三多摩腎疾患治療医会を設立し，

会の規約を制定したうえで翌年 9 月に第 1 回の研究会を開催した．それ以来，年 2 回の研究会を開いて今日

に至っている．

その間に三多摩地区の透析施設は年々増えて，今日（平成 23 年，2011 年）では 90 施設が会員となり，

毎回特別講演のほかに 10 題を超す一般演題の発表が三多摩地区で活動する医師，看護師，臨床検査技師，

栄養士からなされ，実にさまざまな有益な情報が提供されている．この会の存在と活動が三多摩地区で透析

医療に従事している医療従事者間の絆を広げ，かつこの地域の透析医療の質を向上させることに大いに貢献

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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してきたことは間違いない．

幸いなことに，まだ東京の三多摩地区では今まで大きな自然災害に遭遇していないが，“備えあれば憂い

なし” の格言があるように，施設内のみならず施設間の人と人の絆を大切にして毎日の透析医療に励んでゆ

きたいと願っている．
三多摩腎疾患治療医会（東京都）　
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学 会 ご 案 内

●第 45 回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 24 年 2 月 1 日（水）～ 3 日（金）
 会　長：服部元史（東京女子医科大学腎臓小児科）
 会　場：軽井沢プリンスホテル　ウエスト（長野県軽井沢町）
 連絡先：東京女子医科大学　腎臓小児科
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　TEL　03-3353-8111（代）
  　　　E-mail　jscrt45@pcoworks.jp
  　　　URL　http://www.pcoworks.jp/jscrt45/index.html

●The 14 th International Conference on Continuous Renal 
　Replacement Therapies（CRRT 2012）
 日　時：平成 24 年 2 月 14 日（火）～ 17 日（金）
 開催地：San Diego, California（USA）
  　　　URL　http://www.crrtonline.com/conference/index.php

●第 22 回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 24 年 2 月 25 日（土）
 会　長：古谷健一（防衛医科大学校 産婦人科学講座）
 会　場：東京国際交流館・プラザ平成（東京都江東区）
 連絡先：運営事務局　（株）ケイ・コンベンション内
  　　〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-24-7-313
  　　　TEL　03-5367-2382　　FAX　03-5367-2187
  　　　E-mail　22skp@k-con.co.jp
  　　　URL　http://www.k-con.co.jp/22skp.html

●第 17 回　バスキュラーアクセスインターベンション
　治療研究会
 開催日：平成 24 年 3 月 3 日（土）
 代表幹事：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール（東京都渋谷区）
 連絡先：事務局　名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  　　〒453-0015　名古屋市中村区椿町 14 番 13 号
  　　　　　　　　ウエストポイント 1413 ビル 3 階
  　　　TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  　　　E-mail　info@vaivt.com
  　　　URL　http://www.vaivt.com/
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学 会 ご 案 内

●第 27 回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 24 年 3 月 10 日（土）～ 11 日（日）
 会　長：斎藤　明（医療法人社団善仁会　横浜第一病院）
 会　場：日本消防会館・ニッショーホール（東京都港区）
 連絡先：ハイパフォーマンス・メンブレン事務局
  　　医療法人川島会　川島病院内
  　　〒770-8548　徳島市北佐古 1 番町 1-39
  　　　TEL　088-631-0782　　FAX　088-631-1711
  　　　E-mail　office@hpm-net.jp
  　　　URL　http://www.hpm-net.jp

●第 78 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 24 年 3 月 11 日（日）
 当番会長：正木浩哉（関西医科大学附属滝井病院）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：関西医科大学附属滝井病院　正木浩哉
  　　〒570-8507　守口市文園町 10 番 15 号
  　　　TEL　06-6992-1001　　FAX　06-6996-4870
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/

●第 28 回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 24 年 3 月 23 日（金）～ 25 日（日）
 会　長：佐藤直樹（北海道大学病院手術部）
 会　場：京王プラザホテル札幌，北海道大学学術交流会館（北海道札幌市）
 連絡先：登録事務局　（株）コンベンションワークス
  　　〒001-0027　札幌市北区北 27 条西 15 丁目 6-3
  　　　TEL　011-727-7740　　FAX　011-727-7739
  　　　E-mail　28jste@conv-s.com
  　　　URL　http://conv-s.com/28jste/

●第 15 回　在宅血液透析研究会
 開催日：平成 24 年 4 月 7 日（土）～ 8 日（日）
 大会長：政金生人（医療法人社団清永会　矢吹嶋クリニック）
 会　場：天童温泉　ほほえみの宿　滝の湯（山形県天童市）
 連絡先：事務局　〒990-0043　山形県山形市本町 1-6-17（矢吹病院内）
  　　　TEL　023-641-7330
  　　　E-mail　jshhd15@seieig.or.jp
  　　　URL　 http://jshhd15.umin.jp/index.html
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学 会 ご 案 内

●第 39 回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 24 年 4 月 21 日（土）～ 22 日（日）
 大会長：岩本ひとみ（古賀病院 21　臨床工学部）
 会　場：都久志会館，福岡ガーデンパレス（福岡市中央区）
 連絡先：事務局　〒830-8577　福岡県久留米市天神町 120
  　　（医療法人天神会新古賀病院事務室内　大嶋・北原）
  　　　TEL　0942-38-2284　　FAX　0942-38-2531
  　　　E-mail　jsth39@tenjinkai.or.jp
  　　　URL　http://www.kyushustage.co.jp/jsth39/

●第 100 回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 24 年 4 月 21 日（土）～ 24 日（火）
 会　長：本間之夫（東京大学大学院医学系研究科　泌尿器外科学）
 会　場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
 連絡先：総会事務局　東京大学医学部附属病院泌尿器科
  　　〒113-8655　東京都文京区本郷 7-3-1
  　　　TEL　03-5800-8913　　FAX　03-5800-6435
  　　　E-mail　jua100-office@umin.ac.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jua2012/
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１. 本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年 3 回以上発
行する．

２. 投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以
外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの
限りでない．

３. 本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．
４. 投稿原稿は
　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2 淡路建物ビル 2F

　　　　　　（社）日本透析医会事務局
　　に，簡易書留便で送る．
５. 掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．
６. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．
７. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員
会において行う．

８. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30 部までは無
料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．
10. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．
⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．
⑵　原稿は邦文とし，A 4 判用紙を用い，横書き，口語体，

平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワード
プロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッサー
等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良い．
原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキスト
ファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．
なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，
結語，文献の形式とする．総説，特集については最初
に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名
及び 5 語以内のキーワードを記載する．

　　また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英
文を併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．図表は A 4 判大の紙
に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表は
上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則と
して著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承
諾を得てその出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，
タイプまたは，明瞭な活字体とする．

⑺　度量衡は CGS 単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，
mg，mEq/ℓ，mg/㎗ などを用い，数字は算用数字（1，2，
3 など）を用いる．

⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に
記載する．

⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番
号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引
用順に記載する．
①　書籍は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．） : 論文名．書籍名;  編者名，出版社名，
所在地，頁数（始めの頁から終わりの頁），西暦年．の
順に記載する．

　（例 1）　浅野　泰：透析低血圧の病因．Annual Review

腎臓 1998； 長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他編，
中外医学社，東京，pp. 148-153，1998．

　（例 2）　Andress DL and Shettad DJ : The osteodystro-

phy of chronic renal failure. Diseases of the Kidney 5th 

ed;  edited by Schrier RW and Gottschalk CW, Little, 

Brown and Co, Boston, pp. 2759-2761, 1993.

②　雑誌は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の
時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al」
として省略する．） : 論文名．雑誌名，巻;  頁数（始めの
頁から終わりの頁），西暦年．の順に記載する．

　（例 1）　村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他：宇
都宮市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有
所 見 者 の 継 続 受 診 率 に つ い て．日 透 医 誌，11；
180-182，1995．

　（例 2）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int, 47;  231-233, 1995.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌は World Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載
する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と
しては認められない．

③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」
URL（アクセス日時）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）
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東日本大震災で 15,829 人が亡くなられました．心よりご冥福をお祈りいたします．いまだ 3,686

人の方々が消息がわかっておりません（11 月 1 日現在）．このような多くの方々が犠牲になった災
害では，私が中学 2 年の時，地元で経験した伊勢湾台風（死者・行方不明者 5,098 人）と記憶に新
しい阪神淡路大震災（死者・行方不明者 6,434 人）ですが，それを遥かにしのぐ大惨事となってし
まいました．特に巨大津波の来襲は，救助できた可能性が残っていたかもしれない人々をも呑込ん
でしまいました．さらに東京電力福島第一原子力発電所の臨界事故は，チェルノブイリをしのぐ程
の被災を福島県民に背負わせることになってしまいました．人が想定していた大災害とはどれくら
いだったのでしょうか．この想定外といわれる東日本大震災が我々に残してくれた教訓は何なので
しょうか．そしてこのような大災害時に何ができるのかを考えておかなければなりません．

本号は，東日本大震災を直接まのあたりにした貴重な体験を，臨場感あふれる表現・描写で執筆
していただきました．これらの論文を精読していただき，1,000 年に 1 回か 2,000 年に 1 回かわか
りませんが，今後起こるかもしれない大災害に少しでも役立つよう準備や心がけをしていただけれ
ば幸いに存じます．会員の皆様方は日頃患者第一と考えて透析医療を行っていらっしゃることと思
いますが，医療は医療者側から一方的に与えるものではありません．患者さんも透析とは何か，透
析を受けることの意義，自己責任の在り方等を基にして，今後起こりうる大災害に患者としてどう
対応するかを医療者と一緒に考えていただければ幸いに存じます．今回の犠牲者の約 46％ が 70 歳
以上の高齢者であったことを考えると，これから 10 数年後に迎える極端な高齢化社会は，透析を
受けているか受けていないかに関係なく救済されなくてはならないことも考えておかなければなら
ないのではないでしょうか．

広報委員　奈 倉 勇 爾　

〈投稿のお願い〉
会員諸氏の皆様には，本年 1 年間ご支援いただきありがとうございました．皆様のご指導，ご協

力により充実した医会誌を作ることができたと思っています．来年もどうぞよろしくお願い申し上
げます．

また，今後もより良い医会誌にしていくためにも，論文ご高覧のうえ，読後感を Letter to the 

Editor として募りますので，併せてご投稿をお願い申し上げます．

広報委員長　久 保 和 雄　

編 集 後 記
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