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診療報酬改定について
総務課 村松 弦太
2022 年 4 月 1 日に「診療報酬改定」が行われました。
日本の医療は、公的医療保険制度（病気、けが等の際に保険証の提示で医療行為を受けられる
こと）から成り立っています。その対価として医療機関に支払われる費用が「診療報酬」です。「診療
報酬」の点数は、細かく医療行為ごとに決められ、「1 点＝10 円」として計算されます。その「診療報
酬」は医療の進歩や世の中の経済状況と差異が生じないように、通常 2 年に一度改定（見直し）さ
れます。この改定を「診療報酬改定」といいます。
今回の「診療報酬改定」の柱は新型コロナウイルスなどの新たな感染症への対策強化となり、重
症患者を受け入れる病院や、発熱外来を行う診療所などの報酬が手厚くされました。これは、一部
の医療機関にコロナ診療の負担が大きくなってしまうことを、避けるための体制強化を目的としてい
ます。
＜2022 年度 診療報酬改定のポイント＞
① 感染対策を行う診療所への加算を新設
② 不妊治療の保険適用（体外受精や人工授精など）
③ オンライン診療の初診からの導入
④ 紹介状なしでの 200 床以上の病院を受診する際の定額負担の増額（5,000 円から 7,000 円）
⑤ リフィル処方箋の導入（1 枚の処方箋を 3 回まで繰り返し使用できる）
⑥ 湿布薬の処方上限を 70 枚から 63 枚
では、次に私たちが関わる透析医療についての主な改正点のご説明をいたします。
Ⅰ.「人工腎臓」の見直し（診察、治療を行う処置料にあたるもの）
2020 年度の改定では HIF-PH 阻害薬（腎性貧血治療の内服薬）を院内処方と院外処方にて行う
場合に分けられましたが、今回の改定では原則、院内処方に統一され簡素化されました。また、人
工腎臓に係る包括薬剤の実勢価格などを踏まえ要件や評価の見直しがありました。
＜慢性維持透析を行った場合 1＞
・4 時間未満の場合
1,885 点（－39 点）
・4 時間以上 5 時間未満の場合 2,045 点（－39 点）
・5 時間以上の場合
2,180 点（－39 点）
［施設基準］
次のいずれかに該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が 26 台未満
② 透析用監視の台数に対する人工腎臓を算定した患者数が 3.5 未満
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＜慢性維持透析を行った場合 2＞
・4 時間未満の場合
1,845 点（－39 点）
・4 時間以上 5 時間未満の場合 2,005 点（－39 点）
・5 時間以上の場合
2,135 点（－39 点）
［施設基準］
次のいずれにも該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が 26 台以上
② 透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を算定した患者数が 3.5 以上 4.0 未満
＜慢性維持透析を行った場合 3＞
・4 時間未満の場合
1,805 点（－39 点）
・4 時間以上 5 時間未満の場合
1,960 点（－39 点）
・5 時間以上の場合
2,090 点（－39 点）
［施設基準］
「慢性維持透析を行った場合 1」又は「慢性維持透析を行った場合 2」のいずれにも該当しない保
険医療機関
改定前

別に定める患者の
4時間未満

場合（院内処方）
それ以外の場合
（院外処方）
別に定める患者の

4時間以上 場合（院内処方）
5時間未満

それ以外の場合
（院外処方）
別に定める患者の

5時間以上

場合（院内処方）
それ以外の場合
（院外処方）

改定後

場合1

場合2

場合3

1,924点

1,884点

1,844点
4時間未満

1,798点

1,758点

1,718点

2,084点

2,044点

1,999点

1,958点

1,918点

1,873点

2,219点

2,174点

2,129点

⇒

4時間以上
5時間未満

5時間以上
2,093点

2,048点

場合1

場合2

場合3

1,885点

1,845点

1,805点

2,045点

2,005点

1,960点

2,180点

2,135点

2,090点

2,003点

Ⅱ.導入期加算の見直し
慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更に推進する観点から人
工腎臓の導入期加算について要件及び評価の見直しがありました。
・導入期加算 1
200 点（±0 点）
・導入期加算 2
400 点（－100 点）
・導入期加算 3
800 点（新設）
これらの導入期加算の大きな違いは「導入期加算 2」と「導入期加算 3」の要件に「腎代替療法専
門指導士が配置されていること」になります。この「腎代替療法専門指導士」は新たな資格で腎代替
療法についての説明や、移植に関する高い知識や能力を持った人材を育てるための資格です。この
資格者が配置されていないと「導入期加算 2」は算定が出来なくなりました。
Ⅲ. 慢性維持透析患者外来医学管理料（検査料にあたるもの）
所定の検査に係る評価が包括されていることから、実勢価格などを踏まえた評価に見直しがさ
れました。2,211 点（－39 点）
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Ⅳ.透析患者における運動療法
人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に療養上必要な訓練などを行った場合に「透析
時運動指導等加算」75 点が新設されました。
Ⅴ.在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリング評価の新設
腹膜透析を実施している患者に対し、継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指
導管理を行った場合は、月 1 回に限り 115 点の新設がありました。
在宅腹膜透析の患者に遠隔モニタリングを行っている場合は、
在宅自己腹膜灌流指導管理料（4,000 点）と遠隔モニタリング加算（115 点）となります。
Ⅵ. ダイアライザ等の特定保険医療材料
（1） ダイアライザ（主なもの）
Ⅰa 型
1,480 円（－20 円）
Ⅰb 型
1,500 円
（0 円）
Ⅱa 型
1,480 円（－10 円）
Ⅱb 型
1,520 円（－50 円）
（2）ヘモダイアフィルタ
2,630 円（－90 円）
以上、透析に関わる主な改定点のご説明をさせていただきました。診療報酬全体の改定率は－
0.94％となりました。診療報酬改定は財源の関係上、診療報酬が「上がるところ」があれば「下げら
れるところ」もあります。透析医療については特に「下げられるところ」に分類される傾向が顕著で
す。今回の改定も透析医療機関には非常に厳しい改定内容となりました。しかしながら、私たち豊済
会は、医療の質を落とすことなく、最新の知識や治療を取り入れ、透析合併症の管理を行いながら
患者様一人ひとり安心かつ安全な治療を行っていく所存です。また、新型コロナウイルス感染症な
どの感染対策も万全に行ってまいります。これからも豊済会をよろしくお願い申し上げます。

下肢創傷処置・下肢創傷処置管理料が新設された経緯について
境南クリニック 看護課 星野 恵

2022 年度診療報酬改定に伴い、下肢創傷処置と下肢創傷処置管理料が新設されましたのでご
説明します。まず診療報酬とは、保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬を示しま
す。これは「医師の報酬」ではなく、医療行為を行った医療機関、薬局の医業収入の総和を意味し
ます。
今回の下肢創傷処置と下肢創傷処置管理料は、今までの下肢末梢動脈疾患管理加算から発展
したものです。これは透析患者さんの足を救うために重症度の高い方々を専門施設へ紹介すること
で、大切断などの重症化予防のための画期的なものでした。しかし従来の「足の処置」の算定は処
置部面積の範囲のみでした。
そこで日本フットケア・足病医学会、アドホック委員会では、何とか下肢処置に対して適正な点数
を付けたいと考え、様々な先生方や参議院議員の元医師である秋野公造先生らによる活動の結果、
「下肢創傷の処置は特別な知識が必要で労力がかかる事」が認められまし
た。この点数は米国の WIFI 分類をもとに、傷の大きさ、虚血、感染リスクを分
類するものですが、これに傷の部位や傷の深さを加え、新しい点数に変わり
ました。また、管理料に関しては下肢創傷処置に関する適切な研修も今後考
えられており、患者さんにとっても安心して治療が受けられ、医療者側にとっ
ては、とても意義のある改定だと感じています。透析中の定期的なフットケア
で足病の予防やアドバイスを行い、重症化しないケアを提供していきます。
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副院長就任挨拶
下落合クリニック兼ときわクリニック副院長 日比 朝子
今年4月に下落合クリニック、ときわクリニックの副院長に就任いたしました、日比朝子と申しま
す。私はこれまで、大学病院および総合病院で、主に糖尿病、透析、一般内科の診療に携わってき
ました。そこで、糖尿病について少し触れさせて頂きたいと思います。
現在、クリニックで透析を受けている患者さんの中で、糖尿病をお持ちの方はたくさんいらっしゃる
と思います。厚生労働省が実施した令和元年の国民健康・栄養調査によると、「糖尿病が強く疑わ
れる者」の割合は男性19.7%、女性10.8%と報告されています。また、2011年以降の日本国内におい
て、腎不全で透析を行っている原因として、最も多いのが糖尿病です。つまり、糖尿病は身近な病気
であり、また透析とも関連の深い病気といえます。糖尿病とは、血糖値が高い状態（高血糖）が持続
する病気ですが、軽度の高血糖では自覚症状が乏しいことがほとんどです（中等度以上の高血糖
が持続する場合は、口渇、多飲、多尿、体重減少、易疲労感など症状が現れます）。ただ、自覚症
状がない高血糖でも何年も続くと身体に様々な悪影響（合併症）を及ぼし、透析が必要となる腎不全
もその一つです。糖尿病の合併症は多岐にわたり、3大合併症といわれているのは神経障害、網膜
症（眼）、腎症です。また、糖尿病は高血圧や高コレステロール血症などと同じように、動脈硬化の危
険因子の一つであり、心筋梗塞や狭心症、脳卒中、足病変（潰瘍・壊疽）などにも注意が必要です。
それ以外にも、糖尿病は歯周病や認知症などとも関連があるといわれています。このように合併症
を列挙すると不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、糖尿病治療の目標は、合併症の発
症、進展を阻止し、糖尿病のない人と変わらない日常生活の実現を
目指すこと、と言われています。既に進行した腎不全に対しては透析
を継続することとなりますが、そのほかの合併症に関しては、今後も
早期に対応して、悪化を最小限にすることが大切です。糖尿病をお持
ちの方は、心筋梗塞や狭心症などの症状がはっきりしないこともある
ため、何か体調不良が生じた際は、遠慮なくご相談ください。足病変
に関しては透析中に定期的に評価していますが、網膜症に関しては
透析クリニックでは評価ができないため、定期的な眼科受診をお願い
します。また、自律神経障害により透析後に起立性低血圧を生じや
すいため、透析間の過度な体重増加も避けるよう心掛けてください。
これまでの経験を生かして、今後の皆様の透析管理、合併症管理
に取り組んで参りますので、 糖尿病に限らず、体調で何か不安を感
じた際は、早めにご相談ください。

糖尿病について
下落合クリニック 看護課 髙梨 未央
血糖値、グリコアルブミン、HbA1c・・最近はTVのCMでもよく耳にするので、聞いたことはある！と
いう方も多いと思います。今回は糖尿病の検査値を一緒に読み解いていきたいと思います。
1． 血糖値
血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)値のことです。血糖値は、体の中で様々なホ
ルモンにより複雑に調整されています。健常人では一定の範囲内(空腹時70～99mg/dL程度)に保
たれています。血糖値は食事、運動、ストレス、アルコールやステロイド等の影響を受けながら刻々
と変動します。そのため、どのような状況下で測定したのかにより評価が異なります。
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血糖値は測定するタイミングにより【空腹時血糖値】【随時血糖値】【食後血糖値】に分けられます。
【空腹時血糖値】とは、通常10時間以上絶食(食事を摂らないこと)後の血糖値
【随時血糖値】とは、食事の有無や時間を問わずに測定した血糖値
【食後血糖値】とは、食後約1～2時間後の血糖値
2． HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)
血液中の赤血球に含まれるHb(ヘモグロビン)は、主に酸素を体中に運搬する役割を担い、血液に
運ばれ体中を循環します。その循環中に血液中のブドウ糖と結合
(糖化)します。そのため、血糖値が高い状態が続くとHbはより多くの
糖化を受けることになります。このHbの糖化を反映した指標が
HbA1cです。赤血球は骨髄で作られる細胞で、寿命は約120日で
す。その間体内を巡り余分なブドウ糖と結びつきます。そのため、採
血時から過去約1〜2ヶ月間の平均血糖値を知ることができるので
す。健常人では4.6～6.2％が正常とされ、糖尿病診断や血糖管理の
指標となります。6.5％以上は「糖尿病型」と判定されます。慢性腎臓
病患者さんでは、腎性貧血の影響でHbA1cは低くなる傾向がありま
す。そこで次に説明するGA(グリコアルブミン)の使用が推奨されて
います。
3．GA(グリコアルブミン)
血液中のアルブミンというたんぱく質と血液中のブドウ糖が結合したものです。血液中のブドウ糖
濃度が高いと、アルブミンに多くのブドウ糖が結合するため、GA（グリコアルブミン）値は高くなりま
す。アルブミンは肝臓で作られ、約2週間で血液中から半減します。そのため、採血時から、過去約2
週間の平均血糖値を知ることができます。健常人の基準値は11～16％です。
血液透析患者さんの目標値は20.0％未満(心血管疾患の既往があり、低血糖傾向のある方は
24.0%未満)です。

腎代替療法と腎代替療法専門指導士について
境南クリニック 院長 井上 宙哉
近年、本邦では平均寿命の延長と腎不全医療の進歩に伴い、末期腎不全患者の透析導入年齢
は平均約 70 歳と高齢化の一途を辿っています。末期腎不全に対しては血液透析・腹膜透析・腎移
植といった腎代替療法がありますが、どの治療方法が患者様やご家族にとって最適であるかは、
日々の生活、人生観、生きがい、将来設計によって異なり、それぞれのライフステージによっても変
化します。
本邦では海外と比較すると、血液透析が非常に多く、腹膜透析や腎移植は未だ少ない傾向にあ
ります。血液透析には、家庭で行う在宅透析といった方法もありますが、管理の難しさから非常に少
ないのが現状です。また、腎不全の合併症は多岐にわたるため、様々な診療科との連携が必要と
なり、適切な医療情報の交換が重要となります。これを支えるためには、医師をはじめ、看護師、栄
養士、臨床工学技士、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、訪問看護師、移植コーディネーター
等多種に渡る医療専門職が介入したチーム医療が重要となってきています。
このように、末期腎不全患者の高齢化が進む状況で、腎代替療法に特化した資格を有した医療
専門職が求められており、2021 年専門職推進協会が発足され、「腎代替療法専門指導士」の資格
が設立されました。豊済会では、3 施設とも腎代替療法専門指導士の資格を所有したスタッフがお
りますので、末期腎不全や末期腎不全に至る前の保存期腎不全についての御相談がありましたら、
ぜひお声がけしていただければと思います。
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＜DW について知ろう＞
～ドライウエイトが合わないときの症状～
下落合クリニック 看護課 中塚 早紀
前号では「透析間の体重増加と、ドライウエイト（以下DW）が増えることの違いについて」説明しま
した。おさらいすると
「DW」とは、体に余計な水分がない体重のことで、透析後の体重のことをいいます。
「透析間の体重増加」は、飲食により体重が増えることです。体重増加の原因は主に水分であり、
短期間での増加です。
「DWが増える」とは、飲食による体重の増加とは違い、実際に患者さんの体に筋肉や脂肪がつい
た状態のことであり、長期間の増加です。
同じ体重増加でも体の中での変化は異なっていることについて、お伝えしました。
今回は、透析間の体重増加が多いとき、DWが増えるとき、減るとき出現する症状についてお話し
ていきます。
＜透析間の体重増加が過剰なとき＞
これは、飲食による水分の増加が多いということになります。透析患者さんは、尿として水分を排
泄することができません。これにより、透析患者さんは透析をするまで、体に水分が溜まったままに
なってしまいます。身体の中に水分が過剰にあると、高血圧、むくみ、息苦しさや咳や痰がでる心不
全症状が出現します。

症状を改善するために透析をおこないますが、除水量が多いと、透析中の血圧低下、筋肉けいれ
ん、気分不快、などの症状を引き起こします。そのため、体重が増えすぎないことが必要です。透析
間の理想の体重増加として、

1 日空きで DW の 3％以内、2 日空きで DW の 5％以内
と言われています。
夏場は「汗をかくから」といって、ついつい水分を摂ろうとしてしまいます。むやみ
に、摂取せず1日の中で体重をこまめに測り、体重の増減を把握しながら、体重が
増えすぎないように水分摂取をすることが必要です。
＜DWが増えるとき＞
“DWが増える”とは、水分で増えるのではなく、体に筋肉・脂肪がついて増えることをいいます。こ
の状態は、透析間の体重増加とは違い、実際に患者さんの体に筋肉・脂肪がついているため、透析
で「余分な水分」としてDWまで除水すると、透析中の血圧低下、筋肉けいれん、気分不快、などの症
状がでたり、透析中は問題なく過ごせても、日常生活で血圧が低くなり、ふらふらするということがあ
ります。
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筋肉・脂肪が増えたときの透析
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DWが同じときにおける通常の透析と筋肉・脂肪が増えたときの透析のイメージ
＜DWが減るとき＞
“DWが減る”とは体の筋肉・脂肪が減ることをいいます。筋肉や脂肪が減っているにもかかわら
ず、DWを下げないと、透析後も体に余分な水分が残ったままになります。透析後も余分な水分が体
内に残っているため、透析間の体重増加はいつもと同じでも、高血圧、むくみ、息苦しさや咳や痰が
でる心不全症状が出現します。
筋肉・脂肪が減ったときの透析
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DWが同じときにおける通常の透析と筋肉・脂肪が減ったときの透析のイメージ
DWが増えるとき・減るときに出る症状を予防するためには、適切なDWに設定する必要がありま
す。
体に筋肉や脂肪がついたときは、DWを増やす（例 DW 60kgを61kgにする）ことが必要です。体の
筋肉や脂肪が減ったときは、DWを減らす（例 DW 60kgを59kgにする）ことが必要です。
適切なDW設定のために…
・CTR（心胸比）
胸のレントゲン写真で胸郭に対する心臓の大きさの割合をみています。毎月の検
査で経過をみることができるため、DWの設定に役立ちます。
・hANP（ヒト心房ナトリウム利尿ペプチド）
透析後の採血で測定するホルモンです。体の水分が多いと高い値になります。
・血圧
透析中の血圧だけではなく、自宅の血圧も大事です。血圧の変化によって以前に
比べてDWが増えたのか、減ったのかの判断する指標になります。患者さん自身がで
きる取り組みです。
いかがでしたでしょうか。透析間の体重増加が多いとき、DWが増えるとき、減るときに出現する症
状についてお話ししました。繰り返しになってしまいますが、日ごろの血圧記録がドライウエイト調節
に大変参考になりますので、血圧測定記録をお願いします。まだまだ暑い日が続きますが、水分摂
取量に気をつけながらお過ごしください。
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知っているようで知らない？新型コロナ後遺症
境南クリニック 看護課 涌井 みく
新型コロナウイルス感染症（COVID‐19）は、2019 年 12 月に中国・武漢で原因不明の肺炎として
報告されて以降、全世界に感染が拡大しパンデミックが起こりました。この経過のなかで COVID‐
19 に対する多くの知見が各国で集積され、感染対策や診断・治療・予防法が確立されつつありま
す。その一方で、新たな課題として COVID‐19 に罹患した一部の患者にさまざまな「罹患後症状」
を認めることがわかってきました。ロングコビット（Long COVID）といいます。その病態についてもい
まだ不明な点が多く、 ウイルスに感染した組織（特に肺）への直接的な障害、免疫調節不全による
炎症の進行、血液凝固能亢進と血栓症による血管損傷・虚血、血圧や細胞外容量の調整に関わる
ホルモン（レニン・アンジオテンシン系）の調節不全、重症者の集中治療後症候群などがあげられて
います。

上記以外にも様々な症状が報告されています。感染時軽症だった人でも後遺症を発症し、日常
生活に支障をきたし、悩んでいる人がいます。そういった症状に悩む人々への理解が、社会で十分
に得られていないという現状がでてきています。新型コロナウイルスに特異的な症状から他の疾患
でもみられる症状まで、後遺症の症状が幅広いために、職場のみならず家族や親しい知人、さらに
は受診した医療機関でも、「サボっているだけではないか」「神経質すぎるのではないか」などと誤解
の目でみられ、ますます心身ともに追い込まれていく人が少なくありません。
治療は対症療法が中心となります。後遺症に悩んでいる方は一人で悩まず、かかりつけ医療機
関や、各都道府県にある「コロナ後遺症相談窓口」にご相談ください。また、メカニズムは十分に分
かっていませんが、ワクチンを接種した人は、新型コロナウイルスに感染しても後遺症が少ないとい
う報告もあります。やはりブースター接種（免疫を持っている人が、更にワクチンを接種して追加免
疫を得ること）は重要だと言えるのではないでしょうか。
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菊地理事長が The Best Doctors in Japan 2022-23
に認定されました

BEST DOCTORS IN JAPAN（ベストドクター）とは
菊地勘理事長がベストドクターズ社から医師同士の評価によって選ばれる
”The Best Doctors

in Japan 2022-2023″に選出されました。

ベストドクターズ社は米国に本拠を置き、世界各国で病状に応じた適切な治療
やセカンドオピニオン取得のための、名医の紹介などを行っている会社です。
"The Best Doctors in Japan"の選出方法は、
膨大な数の医師に対して、「自分自身または家族
が病気になった際、その治療を自分以外の誰に
お願いしますか？」という質問を行います。
同じ専門分野の他の医師の評価をアンケートすることで進められ、最終的
に調査結果から一定以上の評価を得た医師が"Best Doctors in Japan"
として認定されます。
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ダイアライザの歴史
ときわクリニック 臨床工学技士課 岡田 隆志
前回、「透析医療の歴史」について書かせていただきました。読んでいただきました皆様、誠にあり
がとうございます。今回は、透析医療で必要不可欠な医療器材ダイアライザの歴史についてお話さ
せていただきます。
ダイアライザとは、血液透析において腎臓の役割を行う医療
器材のことです。プラスチックの筒に、中空糸というストロー状
ものが3,000～15,000本程入っています。透析療法では、それ
ぞれの中空糸の中に血液を流し、中空糸の外側に透析液を流
します。中空糸の膜を介して拡散と限外濾過という原理で、血
液中の不要物質（尿素、カリウム、リンなど）は透析液側に除
去され、血液に必要な物質（重炭酸など）は透析液から血液側
に補充されます。
1854年 透析の始まり
1854年にスコットランドの化学者Thomas Grahamは、羊皮紙（羊の皮）を膜として使用、2つの異な
る濃度の溶液を分離することが出来るのでは、またこの技術を医学の何かの分野に活用できるの
ではと推論したのが始まりです。しかし、その推論が実証されるまでには半世紀以上かかりました。
1914年 世界最初の人工腎臓
1914年にアメリカのJohn Ｊ.Abelにより動物を用いて最初の体外循環血液透析が実施されまし
た。セロファンに類似した直径8ｍｍ、長さ40cmのコロジオンで作成されたチューブ32本を人工腎臓
とし、血液を動脈圧によって循環させました。今日の中空糸型透析器を示唆されました。
1926年 世界で最初の人体への透析治療の実施
1923年にドイツのGeorg Haasによりハースダイアライザが開発され、1926年にドイツのギーセンで
初めて人体に使用されました。急性腎不全患者へ適用で何例か試みましたが、生存者はいなかっ
たそうです。
1945年 急性腎不全患者の救命に成功
1938年にオランダのWillem Kolffは、回転ドラム式コイル型ダイアライザ（セルロース系膜）を開発
しました。1945年に上記タイプのダイアライザを用いた血液透析で初めて肝腎症候群の急性腎不全
患者の救命に成功しました。第二次世界大戦下から戦後の混乱期に完成させたことになります。
1948年 透析医療の発展
米国に移住したKolffは、Olsonと協力して、1948年に回転ドラム式コイル型ダイアライザを改良し
た人工腎臓を開発しました。この装置は、朝鮮戦争での挫滅症候群による急性腎不全の治療に使
われて、死亡率を90％から50％程低下させることができました。戦争による救命の為に、政府や企
業が協力してくれるようになり、この時代に急速に透析療法が発展したといわれています。
1954年 日本国内でも透析装置の開発・研究が開始
日本国内においても透析療法について開発・研究が始まったのが1954年頃です。1955年には、
九州大学に回転ドラム型人工腎臓が輸入されました。それに並行して、日本独自の装置の開発が
行われました。1956年には稲生綱政らにより急性腎不全患者に対して透析療法を実施し、救命に成
功しています。
1966年 中空糸型ダイアライザの開発
1966年には現在使われている内シャントが開発され、透析療法の普及にさらに弾みをつけます。
また、この頃に中空糸型ダイアライザが発明されました。透析膜は、セルロース系の膜を使用して
10,000～15,000本の中空糸が充填されており、現在広く使用されている中空糸型ダイアライザとほ
ぼ同じ構造となりました。
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1974年 各メーカーによるダイアライザ開発競争
1970年に東レがPMMA膜を発表すると、1974年に旭化成よりセルロース系膜を用いた中空糸型
ダイアライザが製品化され、それ以降繊維メーカーにより透析膜の開発競争が行われるようになり
ました。1978年にはクラレよりEVAL膜、1979年には旭化成によりPAN膜などの合成高分子膜が作ら
れセルロース系の膜に代わる中空糸型ダイアライザが続々と市販されることになりました。
現在
現在では、透析液清浄化が進んでおり大量の透析液を使用し血液から濾過する方法であるオン
ラインHDFが普及しています。より多くの量の尿毒素が濾過できるダイアライザも誕生しています。
私達は、より良い透析治療を提供できる様に患者様一人ひとりに合わせたダイアライザを個別に選
んで使用しております。
終わりに
お読みいただきありがとうございました。今回はダイアライザの歴史につい
て辿ってみましたがいかがでしたでしょうか？透析医療の進歩とともに、我々
も日々精進できるように努力してまいりますので、今後とも宜しくお願いしま
す。

各施設の新役職者からの言葉
豊済会では、2022 年 3 月 16 日付で 11 名の方が昇進されました。各施設 1 名新役職者から言
葉をいただきました。
豊済会本部 : 3 名
・総務部 部長 村松 弦太
・臨床工学技士課 課長 横井 良
・医療安全・防災対策課 課長 原嶋 美幸
原嶋課長の挨拶
2022 年 3 月 16 日より豊済会医療安全・防災対策課の課長を拝命いたしました原嶋です。医療
安全・防災対策課はいつ発生するか分からない大規模災害に備えて、また日々複雑化する透析医
療の中で医療事故の未然防止、再発防止のため、職種を跨いで課を運営し、患者様に安全な医療
を提供できるよう取り組んでおります。
具体例を申しますと、月に一度各施設で MRM（メディカルリスクマネジメント）委員会および感染・
災害対策委員会を開催し、施設ごとの課題や問題点の抽出とそれに向けた対策を講じております。
3 ヶ月に一度三施設合同での会議も行い、各施設の課題や問題点を豊済会全体での問題点と捉
えて情報の共有も行っております。また、現在のコロナ禍では各施設でのクラスター発生を防ぐた
め、スタッフに向けた感染対策の指導や患者様への啓発も担っております。個人的には東京都臨
床工学技士会災害対策委員会に属しておりますので、東京都区部災害時透析医療ネットワークの
代表世話人をされております菊地理事長と共に外部の情報をいち早く当会に啓発するよう努めてお
ります。
三施設それぞれの特色や環境がありますので全てを同じにすることは難しいですが、豊済会の
スタッフ全員が一定の技術と共通の認識で日々の透析治療や災害時に備えられるよう努力して行
きますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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下落合クリニック : 3 名
・透析室臨床工学技士課 技士長 武藤 かおり
・透析室看護課 主任 髙梨 未央
・事務課 主任 中村 梨恵
中村主任の挨拶
この度、下落合クリニック事務課主任に就任しました、中村と申します。
私たち事務課職員は主に『病院の顔』と言われる受付で仕事をしています。来院時に患者様が最初
に接する職員でもあり、最後にお見送りするのも私たちです。
笑顔で明るく接するのは勿論の事、日頃から患者様一人一人をよく見て、血圧低下や足腰が痛
い等の体調変化にも素早く気付き、適切なフォローに入る事が大事だと思っています。
これからも相手の気持ちに立ったコミュニケーションを心掛け、患者様が安心して通院出来る手助
けをしていきたいと思っております。
週 3 回の通院は正直気が進まない事もあると思いますが、少しでも気持ち良く透析治療が始め
られ、又 気持ちよく帰宅できる様な事務課職員になれる様、日々努力していきたいと思いますの
で、これからも宜しくお願い致します。
何かお気付きの点がありましたら、お気軽にお声がけください。
境南クリニック : 3 名
・透析室臨床工学技士課 技士長 岡 美穂
・透析室臨床工学技士課 副主任 川平 智子
・事務課 主任 大沢 はるの
岡技士長の挨拶
自己紹介（福岡県出身、猫 2 匹、好きな透析膜は PMMA、複式ポンプのメンテナンスが好きなタ
イプの臨床工学技士です）。
豊済会に入職してあっという間に 20 数年、入職当時から振り返ると様々な技術の発展・改良に
より当時とは比べ物にならないほどの良い治療環境となりました。これは少しでも良い治療を提供し
たいという透析医療従事者と少しでも良い治療を受けたいという患者様方の努力・奮闘の結果であ
るとも言え、現在も活発な研究活動がなされております。最新だと思っていたことがあっという間に
古びていくことも日常茶飯事です。これからもスタッフ一同日常の安全な治療を大切にしながら新し
い技術の習得にも励み、皆様に還元できるよう頑張っていきますので治療に関する疑問などありま
したら気軽にお声掛けくださいね！
これからもよろしくおねがいいたします。
ときわクリニック : 2 名
・透析室臨床工学技士課 技士長 飯岡 大輔
・事務課 主任 塩沢 泉
塩沢主任の挨拶
この度、ときわクリニック事務課主任に就任いたしました、塩沢です。平成 16 年 3 月に下落合クリ
ニックに入職し、平成 29 年 6 月からはときわクリニックに勤務しています。新卒で入職したため、仕
事の仕方や社会人としての心得など、いちから教えていただきました。先生方や職員の皆様、患者
様には感謝の気持ちでいっぱいです。入職 19 年目となった現在は、元気いっぱいの息子(4 歳)の
育児と仕事の両立に奮闘している毎日です。
コロナ対策で、事務課では来院時に検温と声掛けを行うようになりました。患者様とお話しする機
会が増え、楽しみのひとつになっています。これからも、マスクの上からでも伝わる笑顔で、少しでも
皆様の気持ちに寄り添えるよう、精進していきたいと思っています。至らないところもありますが、精
いっぱい頑張りますのでよろしくお願いします。
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臨床工学技士とは？
豊済会 臨床工学技士課 課長 横井 良
病院の中には医師や看護師の他に、レントゲンなどを扱う診療放射線技師、血液や細菌検査・心
電図などの検査を行う臨床検査技師、リハビリテーションを行う理学療法士など様々な医療技術者
が働いています。そして我々『臨床工学技士』も病院で働く医療技術者です。今回、臨床工学技士と
いう我々の職種のことを少しお話したいと思います。
臨床工学技士の制度ができたのは比較的新しく、1987 年に制定されました。臨床工学技士にな
るには定められた学校を卒業し国家試験を受ける必要があります。臨床工学技士とはひとことで言
うと「医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作および保守点検を業とするもの」です。なぜ
我々のような職業ができたかというと、近年の医療機器の目覚ましい進歩は医療分野に大きな役割
を果たしており、特に透析装置を含む生命維持管理装置は医学的知識ばかりではなく工学的知識
も必要となるため、専門技術者として臨床工学技士という資格が誕生しました。臨床工学技士の業
務は、血液浄化（透析）だけでなく人工心肺、呼吸治療、手術室、集中治療、心臓カテーテル、ペー
スメーカー、高気圧酸素、医療機器管理など様々な業務が存在し、広い知識が必要となります。現
在の医療に不可欠な医療機器のスペシャリストとして、今後益々増大する医療機器の安全確保と有
効性維持の担い手としてチーム医療に貢献していかなくてはなりません。
そして、医師の働き方改革に関する法律が 2024 年 4 月より始まりますが、それに伴い我々臨床
工学技士に対しても、臨床工学技士法の改正により業務範囲が追加され、医師のタスク・シフト／シ
ェアに貢献することが求められています。新たな業務の実施にあたっては、厚生労働大臣の指定に
よる研修を受け知識・技能を修得することが必要となります。豊済会所属の臨床工学技士も順次、
研修を受けております。
医療の進歩に後れをとらないように臨床工学技士課は「一生勉強」の精神で、チーム医療に貢献
できるように頑張っていきたいと思っております。それが、患者の皆様の治療に少しでも役立てられ
れば幸いです。

透析関連の資格～透析技術認定士～
ときわクリニック 看護課 西山 泰史
わが国の維持透析患者は 2020 年末で約 34 万人となりこれは国民約 360 名に 1 人の患者数に
あたります。また、透析患者の生存率、治療継続率ともに良好な成績を収めています。これには透
析技術や薬剤の進歩とともに、医師をはじめとして、コメディカルスタッフ(看護師、准看護師、臨床
工学技士など)、関連機材の研究・開発に携われる方々のたゆまぬ努力と優秀さが大きく貢献して
いると考えられています。
今回ご紹介する認定資格、透析技術認定士は 1980 年(第 1 回)の発足当初は医療の国家資格
がない「透析技士」が医療に参加することの安全性を担保する事を目的とした、透析療法関連 5 学
会からなる透析療法合同専門委員会認定の資格でした。その後、臨床工学技士の資格が誕生して
以降はコメディカルスタッフのスキルアップを目的とする資格となりました。
認定講習会受講資格は透析業務経験年数(看護師 2 年、准看護師 3 年、臨床工学技士 2 年)を
満たしたものに与えられます。合格率は約 60～70％となっていて 2019 年(第 40 回)までに 21,670
人が合格しています。この合格者を医療資格別にみると臨床工学技士 12,432 名(57.4％)、看護師
6,230 名（28.7％）、准看護師 1,430 名（6.6％）、その他 1,578 名（7.3％）となっています。
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今日の医学、医療技術の進歩はめざましく「温故知新」という姿勢のもとに常に新しい知識を補
充するとともに旧来の概念を新しい概念で塗り変えることが求められます。そのためには透析技術
認定士試験合格後も透析技術認定士認定更新制度が設けられ認定証の有効期限を 5 年間と定め
られています。認定更新には血液浄化療法、透析療法に関連する研究、学会、研究会、研修会、
講習会などへ参加し条件を満たすことで更新可能となります。
透析技術認定士はスキルアップの名目にふさわしい必要透析業務経験年数と学習カリキュラム
が設定されており、その合格率から透析技術認定士試験に合格することは簡単なことではなく、透
析技術認定士試験合格者は透析療法のエキスパートである証明と言えます。
現在豊済会 3 施設では下落合クリニック 16 名、境南クリニック 5 名、ときわクリニック 13 名の透
析技術認定士が活躍しております。豊済会ではこれからも患者さまにより良い透析医療を提供する
ため透析技術認定士資格取得を推奨し、エキスパートを育成すべく取り組んでいきます。

学会報告
第 32 回日本臨床工学会
ときわクリニック 臨床工学技士課 髙島 滉基
2022 年 5 月 14、15 日に茨城県つくば市にありますつくば国際会議場にて第 32 回日本臨床工
学会が開催されました。
今大会ではコロナの影響もあり、現地と WEB でのハイブリット開催となりました。菊地理事長によ
るコロナウイルス感染症の現況と最新の話題に関しての特別講演があり、感染対策や 4 回目ワク
チン接種の話題などとても学びある貴重な講演を拝聴させていただきました。また、ときわクリニック
の飯岡技士長は透析の分野である血液浄化部門の講演において座長を務めました。初めての座
長とのことでしたが鋭い質問や円滑な進行と堂々たる姿に感服いたしました。
私自身も当院における災害対策の取り組みについてのポスター発表演者として参加させていた
だきました。コロナの影響もあり、コアタイム方式（決められた時間、ポスターの前で待機し質問があ
った際に回答する）という形式での発表となり、とても貴重な体験をさせていただきました。
この大会に参加して得た知識をスタッフと共有し、患者様のより良い透析治療へと役立てていき
たいと思います。

ときわクリニック
飯岡 大輔

ときわクリニック
髙島 滉基
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第 67 回日本透析医学会
境南クリニック 臨床工学技士課 倉鍵 侑一郎
2022 年 7 月 1 日～3 日、異常な猛暑のなかパシフィコ横浜にて日本透析医学会学術集会・総会
が開催されました。今回は感染対策に注意しながらの現地開催となり、医療の発展のため全国か
ら医療関係者や医療メーカーの方が集って知見を深めました。自施設の取り組みを対外に開示し、
反対に他所から学び自施設に持ち帰るとても良い学会になったと思います。
個人的な話になりますが、今回私は発表者を務めました。暑さと緊張で汗を滲ませながらの参加
でした。発表内容は昨年豊済会で施行された”リネン（寝具類）が廃止された件”についてです。この
取り組みにつきましては当会のスタッフ一同、患者様のご協力にとても感謝しております。透析室で
のリネン廃止は全国的にも珍しく、新しい取り組みであります。この取り組みの必要性や有益性、未
だ残る課題を考察検討しました。患者様のご意見等は発表内容にしっかりと明示しております。
全国にはたくさんの透析施設があり、それぞれにやり方が少し違ったりします。利益重視の施設、
働きやすさを重視する施設、患者様の快適性を重視する施設。様々な考えがあり、それがやり方と
して反映されます。そして、それぞれに良いところがあり学べるものがあります。
より良い医療を重視する施設。他の透析施設の一助になれたかはわかりませんが、このような豊
済会の取り組みについて発表できたことをとても光栄に思っております。
以上で学会報告とさせて頂きます。
下落合クリニック
下落合クリニック
・豊済会理事長 菊地 勘
「透析施設における標準的な透析操作と感染症予防に関するガイドラインの改訂にむけて」
「透析患者における新型コロナワクチンおよび中和抗体薬の効果」
「透析室における感染対策と診療報酬」
「感染症」
「透析患者における抗ウイルス療法および中和抗体薬の効果」
「初学者のための透析液入門～透析液組成の変遷と新たな透析液への期待」
・臨床工学技士課 吉田 真理
「当院における VA 管理の現状」
・臨床工学技士課 長崎 勇介
「東レ社製 PMMA 膜ヘモダイアフィルタ PMF-21A における溶質除去性能の検討」
・臨床工学技士課 小野 里菜
「ヘモダイアフィルタにおける溶質除去性能確認の重要性」
・看護課 別役 瑞穂
「当院の透析患者と医療従事者における新型コロナワクチン接種後の IgG 抗体価」
境南クリニック
・臨床工学技士課 倉鍵 侑一郎
「当院におけるリネン廃止の取り組み」
ときわクリニック
・臨床工学技士課 奥山 諒祐
「シャントトラブルスコアリング（STS）シートを用いたバスキュラーアクセス(VA)管理」
・臨床工学技士課 関 拓也
「超音波診断装置（エコー）導入に伴う穿刺ミスの推移」
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下落合クリニック
長崎 勇介

ときわクリニック
奥山 諒祐

下落合クリニック
小野 里菜

ときわクリニック
関 拓也

各施設の患者さんより
「はじめて透析をして・・・」
下落合クリニック
山田 久子 様

私は、今年の 1 月で満 90 歳になり、そして透析になりました。まだ、透析に慣れていないので、
水分を取り過ぎたり、それなりの苦労をしています。15 年間透析をしている年下の友人から「一年
我慢しなさい、そうしたら慣れるから」などと、話を聞いていたので、最近は 5 ヶ月近く経ち、最初ほ
どは辛くなくなりました。医学が進歩して今より時間が短くなったら、もっと嬉しいのにと考える日々
です。
私の長女は、重度の知的障害です。夫の山田典吾と共に、この子達のための映画作りをと考え
て、始めた動機は、その頃の日本には、障害年金など無く、訓練するにも、預けるにもお金がかか
る。親の負担は大変な時代でした。たくさんの母親が子供を抱えて自殺していました。そんな時代な
ので、映画を作って国になんとか福祉予算を出してもらおうと考えて、最初に私がプロデューサーを
したのは「太陽の詩」という障害学級の子供たちが埴輪を作っていく本当の話です。思えば、私たち
より前に、その学級を応援していたのが現在の天皇で、当時は、まだ中学生でした。夫の監督作品
のプロデューサーをやり、夫の亡き後、監督になり、67 歳で最初のアニメ作品を作り、その後、劇映
画を初監督したのは 73 歳。主演に松平健、相手役に永作博美で「石井のお父さん ありがとう」を
作り、次の作品では、常盤貴子主演「筆子・その愛 天使のピアノ」を作りました。
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現在もある日本で初めての知的障害者施設 滝乃川学園の話です。最新作 三浦綾子原作「わ
れ弱ければ 矢嶋楫子伝」苦労しながら、劇映画の監督として 6 本、プロデューサー、監督作品と
合わせて 22 作品も作り、こんなにもよく作ったと我ながら感心している。最後に、最新作の矢嶋楫
子先生の残した言葉で、私が一番好きなのは「40 歳も過ぎて、子育てが終わったら、これから楽を
しようなどと考えないで、これから勉強が出来ると考えてください」日本中の女性がこの考えを持っ
たら、日本は素晴らしい国に変わると思います。私も透析なんかに負けないで、これからも、映画作
りに励む日々を送るつもりです。

「増えるおいなりさんのお話」
境南クリニック T・K 様

ある日家に帰ると、母が待ち構えたように話しだしてくる。
いわく、今日バスに乗ったら、一回り高齢のご婦人が二人乗っていて、ずっと同じ話をしているの
だと言う。静かなバスの中での会話は思いがけずよく響く。母もなんの気なしに聞いていたら、妙な
ことに気付いたのだそうだ。
「娘が美味しいおいなりさんを持ってきてくれて、それを四個も食べてお腹いっぱいになったって話
をずっとしてるのよ」とのこと。
先に同じ話を聞かされていたらしい弟は横でぼんやりと聞き流している。
「それがね、何度も同じ話を繰り返しているうちに、少しずつ話の内容が変わっていくのね」と声を潜
める母。
「さっきまでおいなりさんを四個食べたっていってたのに、次話を聞いた時には五個食べたってその
方が言ってるの」
母はしみじみとした口調で話をまとめた。
「お年寄りって同じ話をずっとしているうちに、だんだん話の内容が変わっていくのね」
母が話し終えると、それまでずっと横で聞いていた弟がぼそりと言った。
「母さん、さっき俺が聞いた話より、おいなりさんの数が増えてる」

「今を大切に生きる」
ときわクリニック M・Y 様

この病を得てから、星野富弘氏の作品を再読した。星野氏は、50 年前頸椎を損傷し、首から下
の自由を失った。寝たきりの療養生活の中、口に筆を咥えて、詩や絵を書いた。苦悩の中、絞り出
される言葉は珠玉だ。「いのち」という詩に「いのちより大切なものがあると知った時、生きているの
が嬉しかった」とある。命より大切なものなんてあるのだろうか。「笑ったり、憎んだり、愛したり、沢
山の手間なこと」という。何気ない日常生活の中にこそ、生きる喜びがあるのだろう。
ときわクリニックのスタッフは、院長先生はじめ、明るく、患者にも受容的に接してくれる。明るい
笑い声には、心が和む。あるスタッフさんに「命を繋いでもらっている。」と言うと「そのことで私達は、
お仕事をさせてもらっているのだからウィンウィンですよ。」と軽やかに言われた。私の心も軽やかに
なった。
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夏野菜のカリウムランキング！
ときわクリニック 管理栄養士 髙橋 真弓
夏野菜がおいしい季節になりました。みずみずしく、ビタミンやミネラル・食物繊維が豊富な夏野
菜ですが、透析患者さんはカリウムが気になるところ・・・。カリウムが多い食品を知り、上手に
取り入れ夏野菜を楽しみましょう。

カリウムランキング(可食部 50ｇあたり)●
カリウム(㎎)

1

カリウム(㎎)

6

245

枝豆 ゆで

にがうり

位

位

2

7

215

かぼちゃ ゆで

なす

位

位

3

8

160

ズッキーニ 生

トマト

位

位

4

9

145

とうもろこし ゆで

位

5

10
おくら

140

ゆで

位

110

生

105

生

きゅうり

位

130

生

ピーマン

100

生

95

生

位

♪簡単クッキング♪
～夏野菜の揚げ浸し～
《材料・2 人分》
● なす

50g

● ズッキーニ

50g

● 赤ピーマン

50g

● 黄ピーマン

50g

● 揚げ油
★濃口醤油
★酢
★みりん
★水

適量
小さじ 1
小さじ 1
小さじ 1
小さじ 2

★もう 1 品欲しい時や、そうめんの具、揚げたお肉や
魚と一緒に漬け込むなど、アレンジ豊富！

《作り方》
1. 野菜を食べやすい大きさに切り、
10～20 分程度水にさらす。
2. ★の調味料を合わせひと煮立ち
させる。
3. 1 の野菜の水気をしっかりふき取
り、揚げ油で素揚げにする。
4. 揚げた野菜を 2 の調味料に入れ
全体をよく混ぜる。
5. 皿に盛って出来上がり♪

1 人分の栄養価
エネルギ
ー
79 kcal
たんぱく質

1.3 g

カリウム

250 mg

リン

33 mg

塩分

0.4 g
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新人職員からのご挨拶

下落合クリニック 看護課 髙梨 未央
1 月に入職致しました看護師の髙梨未央と申します。看護師経験は 23 年、透析分野は今年で
15 年目になりました。大学生の息子が小学生から野球をしているので、野球は少し詳しいです。以
前は病院で血液透析、腹膜透析、保存期腎不全、足病変を有する患者さんの看護に携わっていま
した。特に足が好きで(変な意味ではないです)、全国の透析に携わる看護師と足ふぇち会を立ち上
げ学会等で活動をしています。これまでの経験を活かし、患者さんがいつまでも自分の足で通院
し、よりよい生活が送れるように頑張りたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

下落合クリニック 看護助手 小宮 智子
4 月に入職しました看護助手の小宮です。「久しぶりだね」と声をかけて下さる方がいましたよう
に、以前下落合クリニックと境南クリニックに勤務しておりました。縁あって再び勤めることができ、懐
かしく感じる事もありますが、新たな気持ちで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

下落合クリニック 臨床工学技士課 有賀 優
2022 年 4 月より下落合クリニックに入職致しました臨床工学技士の有賀優と申します。
以前も透析クリニックに勤めておりました。入職当時はぎこちなさと業務での戸惑いがありましたが
先輩方の丁寧なご指導と患者様とのコミュニケーションのおかげで職場の雰囲気に慣れてきました。
今まで培ってきた経験を活かし、患者様により良い医療を提供できるよう尽力して参りますので今後
ともよろしくお願い致します。

ときわクリニック 事務課 山口 直弥
6 月にときわクリニックに入職致しました事務課の山口直弥と申します。初めて経験することが多
く、手探りの状態ですが、先輩方から優しく丁寧にご指導を頂き、少しずつ業務を学ばせて頂いてい
るところです。至らぬ点が多々あるかと思いますが、1 日でも早く皆様のお役に立てるよう日々精進
して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。

（20） 医療法人社団豊済会

ほうさい

2022 年 8 月 1 日 73 号

自慢の一枚
何か楽しいことを考えたい！なかなか外出できない今だから、脳内だけでも癒して頂きたい。日
本の綺麗な風景を紹介して、「いつか行こう、それまで元気でいなくちゃね。」と思っていただきたい
と、職員で話合いました。そこで患者様に癒されてもらいたく、前回の冬号に引き続き患者様・職員
の自慢の一枚を紹介させていただきたいと思います。

春めき
下落合クリニック K様

昭和記念公園のチューリップ
境南クリニック S様

ココア
ときわクリニック E様

喰ノ介
ときわクリニック M様

コジロウとポン
ときわクリニック K様

自慢のお花達
境南クリニック F様

コイドラス(救命処置）
ときわクリニック B様

カボスちゃん スダチくん
境南クリニック K様

編集後記
ほうさい 2022 年夏号をご覧いただきありがとうございます。今回、ほうさい新聞を担当させてい
ただきました、ときわクリニック看護課の阿保と臨床工学技士課の岡田です。豊済会一丸となり、ス
タッフならびに患者様で協力し合い、コロナに負けない様にしましょう！！お忙しい中、新聞に寄稿
して下さった皆様に心より感謝申し上げます。

