特に当院のある大田区および品川区は、

センター大森病院において透析医療を担う酒井 謙教授に、統括者の視点から透析室BCP

のあり方を、臨床工学部の津田圭一氏に同院が実施した災害対策の概要について聞いた。

東邦大学医療センター大森病院
腎臓学講座兼任人工透析室 教授

氏に聞く

──昨今、透析室の災害対策が重要視さ
れている理由をお聞かせください。
大震災時の災害対策において、行政の
目はこれまで重症の被災者や帰宅困難者
等に向けられていましたが、最近はよう
やく透析患者さんや妊産婦などの災害弱
者にまで対策の範囲が及ぶようになって
きました。しかし透析医療の場合、患者
さんの生命が今日明日、危機にさらされ
るわけではないという理由から、被災時
に水や電気を使用できる優先度が低いの
が現状です。確かに被災時に一刻を争う
救命救急医療が優先されるのは自明であ
ることから、透析患者さんを取り巻く状
況は今後も変わることはまずありません。
それゆえ、優先順位の低い状況下で、い
かに透析患者さんの健康を守るかという
課題が、最近、透析医療関係者の間でク
ローズアップされてきているのです。

透析患者さんを受け入れる施設として機

あるわけで、当院もその対策を推進して

関は被災後の透析継続を支援する義務が

しかしそれでも、透析医療を担う医療機

難を極めるのは目に見えているのです。

すると、患者さんの透析継続が非常に困

優先順位が低いまま直下型大地震が発生

の状況を鑑みると、ライフライン使用の

人の透析患者さんがおられます。これら

ます。なお、同区には現在、約３０００

いて、最も死者数が多いと予測されてい

われるＭ７以上の首都直下型大地震にお

ンが優先的に使えなくなり透析を受けら

患者さんであれば、非常時にライフライ

た暁には、ルーチンの透析を受けている

さんの知識が高まり自己管理が徹底され

者さんが習得することを指します。患者

自分で守れるだけの透析関連の知識を患

施設の情報収集に至るまで、自分の身を

水分・食物の摂取の仕方から透析可能な

直後に体調を崩さないようにするための

は考えます。この場合の備えとは、被災

は、
「患者さん自身の備え」にあると私

さんの健康を守るための最大のポイント

ます。被災時には、当院および幹事施設

いうピラミッド型の施設構成となってい

て、幹事施設→サブ施設→クリニックと

部エリアは、当院をブロック長施設とし

す。災害時透析医療ネットワークの区南

及的速やかな透析の継続を目指していま

を確立することで、区内全患者さんの可

区南部エリアではその連絡網および連携

に振り分けるネットワークの構築です。

中した際、他の透析可能な施設に効率的

継続できている医療機関に患者さんが集

次に大切なのは、災害発生後も透析を

を目標に掲げて耐震構造の新棟
（７号館）

こで
「自己完結できる災害に強い透析室」

の災害対策が急務となっていました。そ

クのブロック長施設として、人工透析室

点病院および災害時透析医療ネットワー

日本大震災以降、区南部における災害拠

持しなければなりません。特に当院は東

設は、当然、被災後も必ず透析提供を維

それともうひとつ、透析医療の基幹施

するネットワークを現在、構築中です。

ブ施設やクリニックに適宜分散して紹介

幹事施設に来院した軽症の患者さんをサ

能することになります。その際、当院や

いるところです。

に２０１５年２月に透析室を移設し、現

ているのでしょうか。

酒井 謙

災害拠点病院の使命の一環として、
人工透析室の災害・地震対策を実施。
その中核措置は免震システムの導入
災害拠点病院および災害時透析医療ネットワークのブロック長施設である東邦大学医療

──その他、どのような災害対策を進め

いても推進される時代であるが、基幹病院にはどのような施策が求められるのだろうか。

在に至っています。

被災時の優先順位が低くても透析患者

対策についてうかがいます。

そのひとつが「人工透析室の災害・地震対策」である。防災は今や透析クリニックにお

は重症・救急患者さんを治療する施設、

今後 年の間に７割の確率で起こるとい

医療機関のBCPは昨今、意識の高まりを受けて保護対象が多方面に広がりをみせている。

サブ施設やクリニックは主にルーチンの

──現在進めておられる透析患者の災害

医療機関はそれらの患者さんを
1986年東邦大医学部卒。東邦大学医学部付属大森病院、川崎市立井
田病院、クリーブランドクリニック腎高血圧部門臨床研究院、済生
会横浜市南部病院等を経て、2008年5月東邦大学医療センター大森
病院腎センター勤務、現在に至る。

診る負担が減り、その分、より
重症患者の治療に専念できると
いう好循環が期待できます。
当院ではその情報提供の場と
して、透析患者さんを対象とし
たセミナーや市民講座を定期的
に開催しています。これは、東
京都災害時透析医療ネットワー
ク（※）参加施設としての活動
でもあります。実は東京都は東
日本大震災以前から透析医療の
災害対策に取り組んでおり、同
ネットワークはその一環として
設立されたのです。

謙（さかい・けん）氏
酒井
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※東京都災害時透析医療ネットワーク：東京都区部の透析医療施設間の災害時情報伝達の手段の提供、災害時透析医療を行うための知識と技術の共有等を目
的として2005年7月に設立。東邦大学医療センター大森病院は区南部のブロック長施設として活動し、酒井氏がブロック長を担当。なお、同ネットワークで
は透析患者向けの災害対策マニュアルの発行などの活動も実施。

東邦大学医療センター大森病院
れなくなっても、数日なら何とか健康を

2015年2月に人工透析室を新棟（7号館）に移設

維持できるようになるはずです。また、
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災害対策で特に重視すべきは
透析機械室の免震・耐震対策

──透析室の災害対策において、特に重

機械室対策を講じられ
たのでしょうか。
主な対策は当然、大
型 装 置 の 免 震 で あ り、
具体的にはＲＯ装置

離脱キットの用意や避難誘導体制の確立

クなどによる転倒・離散対策、非常時の

ーフリーや透析ベッドのキャスターロッ

ます。その他、透析監視装置のキャスタ

震・耐震対応、そして備蓄であると考え

水と電気供給の確保、透析機械室の免

す。同装置はテーブル

ステムに固定していま

下部をワイヤーで同シ

を導入し、さらに装置

「免震テーブルＴＳＤ」

止を目的にＴＨＫ製

解装置の転倒・破損防

液供給装置、透析液溶

（ 逆 浸 透 装 置 ）と 透 析

なども不可欠な要件ですが、これらは今
状のシステム上に保護

館の新築を機にフル状態で約３時間の可
㎥（１・５万ℓ）相当の貯水設備を導入

で透析を受けられない患者さんをチャー

患者集中により大田区や近隣区域の施設

り設備面の災害対策全

り、その波及効果によ

刺激するのは確かであ

ズが設備投資の意欲を

かし、患者さんのニー

ことは否めません。し

施設が数多く存在する

ます。元来、観光バスは非常時に使用さ

他地域に移送するプランが検討されてい

優先的に活用して区内の透析患者さんを

議においても現在、非常時に観光バスを

部門班長を務める大田区災害医療対策会

を継続した例がみられました。私が透析

ーターして被災地から関東に移し、透析

関しては、東日本大震災時にバスをチャ

透析患者さんの遠方の地域への移送に

見、遠大に感じられるかもしれませんが、
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要視される要件は何でしょうか。

やクリニックでも実施されている災害対
対象となる装置を置き、

達を防ぐ部分免震装置

策です。それゆえに、当院に限らず地域

です。同装置の導入に

における透析医療の基幹病院は、
「
（自己

特に透析機械室は透析医療の心臓部と
より、大地震発生時の

地震時の揺れに合わせ

いえる箇所であり、ここにある装置が壊
縦揺れと横揺れの両方

完結できる ）水と電気、
（ 災害に強い ）

れると血液透析ができなくなります。停
に強い透析機械室の防

てシステムが柔軟に動

電や断水は災害発生からある程度時間が
御体制を担保できたと

くことで転倒や衝撃伝

経過すれば復旧するケースがほとんどで
思っています。

透析機械室の担保」にこそ注力すべきで

すが、透析液を製造・供給する各装置が

しょう。

破損すると修復にそれ以上の時間を要す
ついて、お聞かせください。

しました。ただし、被災後に設備使用の

その他、透析液供給装置およびＲＯ装
います。設備のみならず、備蓄について

るため、透析再開までにかなりのタイム

も透析室内に血液回路や透析液等をスト

動に耐えられる自家発電設備、および

ブルタイプを使用し、被災時に破損しに

設備面の対策に関しては十分満足して

くくしたことも、災害対策のひとつとし

置との接合部の配管チューブにフレキシ

基幹病院の透析機械室は、できれば耐震

優先権が救命救急センター等にあるのは

ラグが生じることになります。それゆえ
ではなく「免震対策」を講じるべきでは
ックできるようにしましたし、ほぼ理想

自明であり、透析室で使用する水と電気

て挙げられます。

を別に確保する対策として、被災後の水

ないかと考えます。
なお、ライフラインに関しては、７号

的な体制が整備できたと自負しています。

また、患者さんとの交流が医療機関に

ター便で地方に移送し、各地の施設で安

──新透析室における災害対策の所感に

もたらす効果も大きいと考えます。例え

全に透析を受けていただくという計画で

──透析室移転に際し、どのような透析

際に構築できたので、次に重要となるの

ば、最近はセミナーや市民講座に参加し

す。
「透析疎開」の計画は、空路さえ確

者さんの疎開」という構想を現在、温め

は冒頭述べた透析患者啓蒙の推進である

た患者さんが、通院しているクリニック

保できれば発展的な救済措置としての可

ています。これは羽田空港を利用して、

と考えます。
「震災時の備蓄として家庭

の先生方に「このクリニックの透析室は

能性を秘めています。もし仮に地域内の

機会をなるべく増やしていきたいと思っ

活用、あるいは消火栓にある種のアダプ

に何が必要か」
、
「どのような食事を心が

免震化されているのですか」といった質

透析施設が全壊状態になったとしても、

ています。

ターを取り付けて確保するという方法で

ければ１日や２日、透析を受けずに健康

問をするなど、災害対策設備に対する知

必要なハード面の対策は透析室移転の

の配水を検討してもらっているところで

を維持できるのか」など、平時に常日頃

識と興味が高まってきています。これは

している災害対策についてうかがいます。

す。これが実現すれば、当院の透析室災

から被災時の心構えと知識を深めること

チャーター便を日に８～９便確保すれば、

の優先供給を大田区に依頼しています。

害対策が大きく前進するのは間違いあり

は、大事な震災対策のひとつであるから

医療機関の設備投資に対する意識の喚起

具体的には、非常時の自衛隊の給水車の

ません。

です。我々は情報提供の場とともに震災

将来的な災害対策として
「透析患者の疎開」を計画

物理的には区内約３０００人の透析患者
さんを安全な場所に移送して透析を継続

体の底上げが少しでも

れないからです。

することが可能となるはずです。

前進することを期待し

直下型大地震で都内の幹線道路が壊滅状

しょうか。実現には行政や航空会社など

──周辺区を始めとす

の協力など課題が山積しているものの、

る地域規模の将来計画

先般述べたネットワ

態になってしまう確率などを鑑みた場合、

ークによる分業的な透

今後、何とか形にしていきたいと考えて

について、お聞かせく

析提供体制の先にある

います。

現実的な選択肢に成り得るのではないで

計 画 と し て、
「透析患

ださい。

バスの代わりに飛行機という構想は一

たいですね。

実現には至っていない

実際には資金調達などの問題があり、

の観点から、とても大事なことです。

前から設けていますが、今後はそうした

対策を患者さんと一緒に協議する場を以
──透析医療に関して今後、病院で計画

透析機械室にある大型装置の地震対策として、THKの部分免震装置「免震テーブルTSD」
を導入。システム上に載せられている免震対象装置の転倒・破損を防止

新
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透析機械室の大型装置を免震化することで、
被災時に「自己完結」できる透析環境を担保

人工透析室の災害対策対象は、主に透析室と透析機械室に分類できる。透析室は患者の安全性、透析機械室は透析装置
の破損・故障防止が主な目的である。特に透析機械室の大型装置が壊れると透析再開に時間を要するため、対策がより

析機械室の地震対策として、
ＴＨＫ製
「免

際に透析関連装置一式を更新。併せて透
ＲＯ装置（逆浸透装置）
、

透 析 機 械 室 に は 通 常、

することで揺れによる転倒・破損を防止

生時にシステムが前後左右にストローク

上に保護対象の装置等を設置し、地震発

同システムは、テーブル型のシステム

れる。

主につぎの方法が挙げら

以外の地震対策としては、

設置されている。免震台

造・供給する大型装置が

溶解装置など透析液を製

透析液供給装置、透析液

する部分免震装置である。
一般的には
「免

震テーブルＴＳＤ」を導入した。

震台」と称される。装置導入の経緯につ

では地震対策が少し心もとないという理

された棟ではなく、耐震構造の建物だけ

「７号館はもともと人工透析室用に建設

氏はつぎのように話す。

対象装置とステンレス板、

器具で、固定金具で保護

成する災害対策転倒防止

＋粘着性ゲルマットで構

固定金具とステンレス板

いう対策がある。これは

まず、「ゲルセーフ」と

由から、別の形の対応を模索していまし

いて、臨床工学部 副技師長の津田圭一

た。特に透析機械室は重要な免震対象で
弾力性を持つ粘着性ゲル

津田氏によると、透析機械室の免震化

あり、透析装置メーカーに相談したりし

に際し、これらの方法を全て比較検討し

マットでステンレス板と

その他、大型装置を天井からワイヤー
たという。結果、免震台を選択した理由

床面を固定し、装置の転

で吊り下げ固定する方法もある。これは

て検討を重ねる中、２０１４年に参加し

単独ではなく、壁からの壁面固定など、

について、同氏はつぎのように説明する。

た東京都臨床工学技士会の学術大会会場

ただ、それですぐに免震台に決めたわ
他の方法と組み合わせて実施されるのが

なのですが、ゲルマットが劣化するため

「ゲルセーフは比較的ローコストな対策

した。その際、透析ベッドを３床増床し
て 床とし、うち感染症対策として隔離
透析室を１床、 床のオンライン血液ろ

目でみた費用対効果

価なのですが、長い

した諸対策よりも高

使用できます。前述

も、装置を継続して

装置の機器更新後に

透析室の移設や大型

える部屋面積にも関わらず、免震台はさ

話す。また同氏は、
「必要最小限ともい

広さとなりました」とその理由について

更衣室のゆとりを優先したため、現在の

っと広い部屋にする予定だったのですが、

ない。津田氏は「透析機械室は本来はも

すれ違えるくらいの空間しか残されてい

の大半を占め、装置横には人がようやく

同院の透析機械室は、大型装置が部屋

それらの準備を常日頃から実践すること

その他、メーカーとの連携も重要です。

理的には機械の修復が可能となります。

災害で流通経路がダウンしたとしても物

例えば機械の部品をストックしておけば、

件にも十分に気を配るべきと考えます。

ではなく、技士の立場からは付帯的な要

「災害対策の全てを免震台頼みにするの

除されてシステムが

ロックが自動的に解

震の振動を受けると

ック機構があり、地

システムの四隅にロ

同装置はテーブル型

と津田氏は指摘する。

的な管理作業は不要」

ブルＴＳＤ』に日常

「 実 際、
『免震テー

部屋に運び込んだ後に組み立てられるた

る。設置の際、ユニットごとにばらして

対象装置を載せる大型テーブルを形成す

枚のユニットを必要分組み合わせて保護

は連結対応型である。このタイプは、１

と連結対応型があり、同院が導入したの

「免震テーブルＴＳＤ」には簡易設置型

応できることも利点として挙げられる。

ル構造ゆえ部屋面積や増設等に柔軟に対

導入できる点が特長であるが、モジュー

化や耐震化よりも低コストかつ短工期で
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重要であることは言うまでもない。では、透析機械室の装置保護にはどのような方法が有効なのだろうか…。

氏に聞く

東邦大学医療センター大森病院
臨床工学部 副技師長

津田圭一

幾つかある地震対策の中から
免震台を選択した理由と根拠

けではなく、その後も最善策を検討し、
一般的だ。また、大型装置をアンカーボ

半日かからずに終了しました。当院の場

考えられる。

総合的な観点から比較した結果、
『免震
ルトで床面に固定するという地震対策も

合は新しい建物への設置だったので免震

倒および衝撃や振動の伝達を防止する。

テーブルＴＳＤ』を選定するに至ったの

必ずロック状態を確認するとともに、不

にＴＨＫの免震装置が展示されていたこ

です」

定期にロックを解除して装置が正常に作

台設置による透析の中断を考慮せずに済

東邦大学医療センター大森病院は、２

移設の際の穴の補修などが懸念材料でし

動するかを確認する管理作業のみ遂行し

とで、免震台の概要を知りました。

過透析を確保。設備に関しては、移設の

た。アンカーボルト留めの転倒対策も同

完成を機に人工透析室を同館２階に移設

に数年ごとに交換する必要があります。
様で、加えて地震による衝撃や振動が直

また、器具の付け替え作業時にゲルが床
からきれいに剥がれずに難渋することな

津田氏は臨床工学技士の立場から、人

も十分に可能と考えます」
（津田氏）

ら、日祝日を利用して既存部屋への設置

みましたが、作業が基本１日で終わるな

たね。

ることも導入を見送る理由のひとつでし

ているという。

どから、検討リストから外すことにしま
ワイヤー吊り下げの対策は建物に穴を

した。
その点、免震台は基本メンテナンスフ

工透析室に求められる災害対策の要件に

と管理の容易性、期

で、災害医療において１人でも多くの患

ついて、つぎのように話す。

待される災害対策効

したる苦労もなく設置してもらえました」

リーで使えてパーツ交換の必要性もなく、

果 な ど を 考 慮 し て、

者さんの透析継続を支援したいと願って

稼働する。同院では

め、運搬性と作業効率に優れている。

います」

ともいう。

臨床工学部のスタッ

「免震台設置の作業は１日、時間にして

免震台による地震対策は、建物の免震

免震台を導入するこ

臨床工学技士の立場から
透析室に求める諸要件

接装置に伝わり壊れてしまう危険性があ

０１５年２月、耐震構造である７号館の

副技師長）
津田圭一氏（臨床工学部

資料提供：東邦大学医療センター大森病院

所在地：東京都大田区大森西6-11-1
1925年（大正14年）12月に帝国女子医学専門学校
付属病院として開院し、東京城南地区医療の中核施
設としての役割を担う特定機能病院

ととなったのです」

フが交代で出勤時に

東邦大学医療センター大森病院

開けるため、その許可を病院に得なけれ
ばならず、建物の強度への影響や透析室

免震対象装置はRO装置、透析液供給装置、透析液溶解装置。同装置を横並びで免震テーブル上に設置
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