技術資料

人工透析治療を例とした医療と道路利用・道路整備に関する考察

高橋

１. はじめに

尚人* 熊谷

政行** 浅野 基樹***

２. 人工透析治療の概要

近年､ 道路整備事業をより効果的に､ より効率的に

人工透析とは､ ｢人工の装置 (人工腎臓) を用いて

進めていくことがますます重要な課題となっている｡

患者の血液を透析し､ 本来腎臓から排泄されるべき有

道路整備の投資効率を判定し､ 道路事業の透明性を高

毒物質を除去する治療法｡ 腎機能不全の患者に一定の

める上でも有効な手法として費用便益分析 １) が活用

間隔を置いて反復して行う｣ 治療法である６)｡

されている｡ 費用便益分析は､ 道路利用者が享受する

本節では､ 腎臓の機能や人工透析治療の概要について

(したがって交通量に直接依存する) 走行時間短縮､

紹介する｡

走行経費減少､ 交通事故減少の３つの効果を市場価値
(金額) に換算し､ 道路事業の実施及び維持管理に要



腎臓の働き７)

する費用と比較することで道路整備の投資効率を判定
する手法である２)｡

腎臓は背骨をはさんで体の左右に一個ずつ､ ほぼ腰

しかし､ 効率性の尺度のみで道路整備の必要性を論

の高さにある (図−１)｡ 腎臓はそらまめに似た形を

じ､ 効果を評価すると公平性を欠くおそれがある｡ 道

していて､ 大人のにぎりこぶしくらいの大きさで､ 一

路は様々な用途に用いられる最も基本的な社会資本の

個の重さは約150グラムである｡

一つであり､ 誰もが容易にアクセスできるものでなけ

二個の腎臓には､ 心臓が送り出す血液の約20％の量

ればならないが､ 効率性のみに重点を置くと人口の多

の血液が絶えず送られてきており､ この血液から余分

い地域､ 交通量の多い地域に事業が集中し､ 人口の少

な水､ 塩分､ 老廃物を取り除き (これらは尿として排

ない地域､ 交通量の少ない地域では事業が成立しない

泄される)､ 血液の成分組成を正常化するのが腎臓の

場合が想定される｡

主な働きとなっている｡

評価項目が限定的であることに対処するため､ 貨幣

腎不全､ すなわち腎臓の機能の低下は様々な腎疾患

的評価が困難な道路走行時の快適性や満足度などを対

や全身疾患が腎不全の原因となっており､ 近年では糖

象とした､ 効果項目を広げた評価 (拡張費用便益分析
１) )

についても検討がなされている｡ 他方､ 公平性

確保の観点では､ 元田 ３) をはじめとして地域医療の
面から地方部における道路整備について必要性を論じ､
考察を加えた文献も多い｡ 筆者らも交通量に依存しな
い道路整備効果の評価手法として主に救急医療に着目
し､ 北海道における地域医療の現状及び問題点を把握
するとともに､ 道路 (整備) が救急医療のサービス水
準 (向上) にどのように寄与するのか定量的に評価す
ることを試みてきた４)５)｡
本稿は､ 救急医療のような緊急性はないものの､ 週
に３回程度と高い頻度で継続的に通院し､ 治療を受け
ることが必要な人工透析治療に着目し､ 患者数や通院
の実態を把握し､ 道路利用との関係について考察を加
えるものである｡
出典：ホーム・メディカ家庭医学大事典＜改訂新版＞

図−１
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腎臓の位置

39

尿病が原因となって腎不全に至る例が多い｡ 人工透析

の老廃物と余分な水分が取り除かれる｡ 正常化さ

治療を受けている患者のうち､ 糖尿病性腎症による透

れた血液は体内に戻される｡

析患者は､ 北海道では26.5％ (全国では24.0％) と高

ダイアライザーは､ １回使用するごとに廃棄され

い割合を占めている８)

る｡



｡

腎不全治療の概要

腎機能の低下が著しくなった場合の治療法としては､
腎移植と透析療法の２つがある｡ 腎移植は､ 他臓器と
異なり脳死ではなく心臓死からでも移植することがで
き､ また､ 新しい免疫抑制剤の開発により移植の成績
が向上しているが､ 腎移植件数は2003年で859例９) で
あり､ 透析療法を行っている患者が全国で約24万人10)
いる現状から考えると極めて低い率と言える｡
透析療法には､ 腹膜透析 (PD：Peritoneal Dialysis)
と血液透析 (HD：Hemodialysis) の２つがあり､ こ
れらを合わせて人工透析という｡ 両療法とも透析の原
理 (コロイド溶液を半透膜を隔てて水などの溶媒に接
触させ､ コロイド溶液中に含まれている低分子物質を
除去する操作) を利用して血液から余分な成分を取り
除く療法である｡ 腹膜透析は､ 腹膜を半透膜として使
う｡ 腹腔に毒素を吸収する特別な溶液を注入し､ 数時
間腹腔内にとどめた後､ 排出する操作を１日２回繰返
す療法である｡ 通院が少なく社会活動の自由度が大き

出典：株式会社テルモ http://www.terumo.co.jp/index.html

いなどのメリットもあるが､ 感染症のおそれがあると

図−２

血液透析の仕組み

いった問題もある｡ 透析治療の形態としては､ 血液透
析が96.3％､ 腹膜透析が3.7％と血液透析が人工透析
治療の太宗を占めている10) ｡

１回の治療は通常３〜５時間を要し､ １週間に３回
程度､ 年間で３(回／週)×52(週／年)＝156回程度治



血液透析治療の概要

療を受ける必要がある｡
血液透析には大量の透析液を使用する｡ １分間に約

血液透析治療は､ 血液を体外に導き出して (脱血)､

500ml､ つまり１時間当たり約30リットルの透析液が

血液中にたまっている体に不必要な物質 (老廃物) や

必要である｡ 透析液は透析原液を純水で希釈してつく

余分な水分を除去し､ 再び体内に戻す操作を連続して

るが､ １回の治療で約20リットルの透析原液を必要と

行う治療方法である (図−２)｡

する｡

①シャントの作成
脱血は通常利き手でない腕の静脈から行うが､
静脈からだけでは十分な量の血液を体外に導き出

患者１人あたり､ 年間156回×20リットル＝約3,200リッ
トルの透析原液を使用することとなる｡

せないため､ 動脈と静脈を手術で縫い合わせ (こ

余談になるが､ 透析に用いる純水は､ 透析液濃度の

れをシャントの作成という)､ 動脈の血液を静脈

調整だけではなく､ 機器の洗浄や消毒等にも用いるた

に誘導して血流量を増やす｡

め､ １回の治療で400リットル程度必要とする｡ この

②血液の正常化
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週に３回の血液透析治療を受けている患者の場合､

大量の純水は各医療機関で水道水から製造し､ また､

体外へ導き出された血液はダイアライザー (人

純水を製造する装置や透析液の供給装置を動かすには

工腎臓) に導かれる｡ ダイアライザーの中では透

電力が必要なため､ 水と電気も血液透析治療を行う上

析膜を隔てて血液と透析液が接し､ ここで血液中

で必要不可欠なものである｡
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３. 人工透析患者数等の実態について

策課の調べによると全道に213あり (図−４)､ 支庁別
では石狩支庁がトップで84 (39.4％)､ 次いで上川支



人工透析患者数等の推移

庁が22 (10.3％)､ 胆振支庁が17 (8.0％) となってお
り､ 患者数のシェアとほぼ比例している (支庁別の患

北海道の人工透析患者数は年々増加しており､ 北海

者数・医療機関数シェアは図−５)｡

道保健福祉部疾病対策課が行っている調査によると､
患者数は平成15年にはじめて１万人を超えて10,767人
となった｡ 1999年から2003年の５年間の推移を見ると､
2,773名 (34.6％) 増加しており､ 同期間の平均対前
年伸び率は7.5％である (図−３)｡

資料：北海道保健福祉部疾病対策課

図−４

資料：北海道保健福祉部疾病対策課

図−３

北海道の人工透析患者数の推移 (毎年10月現在)



北海道における人工透析可能医療機関

人工透析患者の通院実態について

これを支庁別に見ると､ 石狩支庁が4,255人 (39.5

北海道保健福祉部疾病対策課が行っている調査から､

％) と最も多く､ 次いで上川支庁の1,103人 (10.2％)､

血液透析治療を行っている患者の居住地と通院先 (通

胆振支庁が942人 (8.7％) となっており､ 当該３支庁

院OD) を整理した｡ 市町村別の通院自給率 (自市町

で約６割を占めている｡

村内への通院患者数／市町村別人工透析患者数×100)

透析可能な医療機関数は､ 北海道保健福祉部疾病対

を見ると､ 自給率が10％以下の市町村は145町村､ 全

資料：北海道保健福祉部疾病対策課

図−５
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体の70.4％である｡ 自給率が90％を超えるのは24市町

確立な､ いわゆる難病 11) 患者を対象としたアンケー

と全体の11.7％である (図−６､ 図−７)｡

ト調査の結果 12) ､ 約７割が自動車を利用して通院し
ていることから､ 人工透析患者も多くが自動車を利用
して通院しているものと推察される (図−８)｡

資料：1991年版北海道難病白書

図−８

資料：北海道保健福祉部疾病対策課

図−６

血液透析患者の市町村別通院自給率

難病患者の通院交通手段

次に､ 全ての人工透析治療患者が自動車を利用して
通院していると仮定し､ 通院時間等を算出する｡
自市町村内の通院時間は計算根拠がなく算出できな
いため､ 表−１の条件で他市町村へ通院している2,17
7人の通院時間と旅行距離を算出したところ､ 片道の
通院時間総計は83,480分 (平均38.3分)､ 総旅行距離
は72,779㎞ (平均33.4㎞) に及ぶ (表−２)｡
表−１

資料：北海道保健福祉部疾病対策課

図−７

表−２

通院時間算出条件

人工透析患者の通院時間等

血液透析患者の市町村別通院自給率分布図

各通院ODに着目すると､ 稚内市､ 北見市及び釧路
市に居住しながら札幌市まで通院している例がある｡
これらの例について詳細な理由は不明であるが､ 居住
地を稚内市等にしたまま札幌市で仕事をしながら､ 札
幌市内で人工透析治療を受けている､ といったことが
考えられる｡
自市町村外通院患者のうち55.4％にあたる1,206名
４. 人工透析治療と道路の関係について

は通院時間が30分以内で､ 60分以上は286人 (13.1％)､
120分以上は56人 (2.6％)､ 180分以上は32人 (1.5％)



人工透析患者の通院旅行時間について

である (図−９)｡
これら患者が週３回､ すなわち年間156回の通院を

人工透析治療を受けている患者の通院の交通手段に
関する統計資料がないが､ 原因が不明で治療方法が未
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する場合､ 先述のアンケート調査結果から自動車利用
率を７割と仮定すると､
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表−３

北海道における自動車の走行台キロ
(単位：千台キロ)

注) 走行台キロは24時間走行台キロ
資料：平成11年度全国道路交通情勢調査13)


※

透析原液の輸送について

市町村外通院患者が全て自動車を利用すると仮定して算出

図−９

人工透析患者の通院時間分布

次に､ 透析原液の輸送実態について､ 物流事業者か
らのヒアリング内容を中心に紹介する｡

年間総通院時間
83,480(分/回)×２(往復)×156(回/年)×0.7
＝18,232,032分 (＝12,661日)
年間総旅行距離

①透析原液輸送の流れについて
透析原液は､ 大阪工場・茨城工場→コンテナにより
苫小牧港へ→国道経由で大谷地物流センター定温倉

72,779(㎞/回)×２(往復)×156(回/年)×0.7

庫へ→全道17ブロックへ配送する｡

＝15,894,934㎞
に及ぶこととなる｡

②輸送の詳細について

次に､ 人工透析患者の年間の総旅行距離が､ 北海道
の自動車交通においてどれ位の比率を占めるのか試算
する｡ 自動車の総走行距離については､ 平成11年度全
国道路交通情勢調査の走行台キロ (自動車の走行距離

・2004年１月現在で147の医療施設 (全道213医療施
設の69％) に透析原液を輸送している｡
・荷物の形状は一般に10リットル入りのポリタンク
が２個段ボールケースに入っている｡

の総和 (調査単位区間延長にその調査単位区間の交通

・2004年１月には透析原液を16,656ケース (１ケー

量を乗じて加算したもの)) のうち､ 乗用車類 (乗用

スは10リットルのポリタンク２個) 輸送した｡

車､ バス) の走行台キロを用いる (表−３)｡

※１年間に換算すると､ 20万ケース､ 4,000キロ

人工透析患者の年間総旅行距離が北海道の自動車の
総走行台キロに占める割合は､ 以下の式で表される｡

リットルに及ぶ｡
・地方部にはドライバーは前日に出発するが､ 病院
によって週３日配送から毎日配送まである｡ 全体

｢人工透析患者の年間総旅行距離が北海道の自動
車交通に占める割合｣
＝ ｢人工透析患者の年間総旅行距離｣
÷ ｢乗用車類総走行台キロ｣

としては日曜を除く毎日配送にでかける｡
・中小病院では通常１日程度の在庫､ 問屋倉庫側で
も２,３日分の在庫しかないのではないか｡
(補足) 透析原液は氷結を嫌うので定温保管が必
要なため､ 大量のストックが難しいと考えられる｡
・地方へは夜間輸送が主で､ 高速道路を利用するこ

15,894,934(㎞)÷(52280,000(㎞)×365(日))
＝0.08％

とは基本的にない｡
・４ｔ車がほぼ透析液と各種医薬品を満載して病院
や倉庫でおろし､ 帰り荷として感染性廃棄物等を
満載することで利益がでるようになっている｡

人工透析患者の年間通院総旅行距離は北海道の自動
車交通 (乗用車類) の0.08％を占めると算定される｡
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地域別シェア､ 配送ルート等について図−10に示す｡
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※

図−10



透析原液輸送事業者からのヒアリング内容を基に作成

透析原液配送の地域別シェア (左) 及び配送ルート (右)

Ø平成15年９月26日午前４時50分頃､ 釧路沖を震源

災害時などの対応について

とするマグニチュード8.0の ｢平成15年(2003年)
十勝沖地震｣ が発生した｡

医療施設での透析液のストックが少ないこと､ 他市

Ø一般国道10路線25区間､ 道道17路線21区間で通行

町村への通院患者が多い実態を鑑みると､ 災害等によっ

規制措置が執られた｡

て道路が途絶する場合､ 医療の供給面でも患者の通院

Ø北海道の横断方向の広域的交通を支える一般国道

面からも治療機会の確保が困難になる｡

38号では､ 32㎞に及ぶ通行規制を余儀なくされ､
①有珠山噴火14)時における医療供給体制について

供用の再開まで約15時間を要した｡

2000年３月の有珠山噴火時には､ 在宅・入院の人工
透析患者について､ 在宅医療担当・入院の先を洞爺病

⥋ ᣩᎹᣇ㕙

⥋ ർᣇ㕙


を構築する 15) といった措置を講じて､ 医療機会の確
保に努めている｡
②災害発生時の物流事業者の対応について




す､ 北海道透析医会が ｢有珠山噴火災害対策委員会｣
を発足し､ 透析患者130名を室蘭地区で受け入れ体制

⥋ ✂ᣇ㕙



院より伊達赤十字病院､ 日鋼記念病院 (室蘭市) へ移
⥋ ᣩᎹᣇ㕙

⿷
ነ





⥋
ᧅ
ᏻ
ᣇ
㕙

Ꮺ
ᐢ
㧶
⧘ 㧯
ቶ 㨀

ච
ൎ
ᷡ
᳓




㖸
ᦝ
Ꮺ
ᐢ

ᧄ

㧶
㧯
㨀

ᳰ
↰




ᧄ




⧘ቶᏪᐢ



ᏪᐢᏒ
ᏪᐢᎹ


沖地震 16) 時､ また､ 平成16年１月の網走地方を襲っ





た暴風雪 17) 時の透析原液輸送事業者のとった対応に
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ついて､ ヒアリング結果を紹介する｡
＜地震及び道路交通への影響の概要＞
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災害事例として､ 平成15年９月26日に発生した十勝

・十勝沖地震発生時の対応について
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図−11 北海道東部における通行規制状況(９/26,19時現在)
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Ø通常､ 一般国道12号､ 一般国道333号及び一般国

道273号経由で紋別方面に入るが､ 暴風雪によっ
て大幅に遅延の影響が出た｡
Ø１月15日９時半頃､ 紋別から湧別に向かうべく､

一般国道238号の開通を待ったが､ 会社との連絡
で先に北見方面に入るべく､ 一般国道273号を戻
ることとした｡
Ø途中､ 除雪車の後部につくことができたため､ 11

時台に北見市内の配送を完了した｡ その後､ 湧別
に向かうべく一般国道238号等の開通を待ったが､
結局当日の配送ができなかった｡
Ø翌日 (１月16日)､ 病院と連絡を取ったところ､

写真−１

道路の被災状況

19日までの在庫が確保してあったため､ 19日に
配送した｡

＜輸送事業者の対応状況について＞
Ø地震発生当日は､ 午前５時頃に釧路市内に着いて

Ø当日の帰札は､ 18時頃を予定していたが､ ６時間

の遅延で24時頃着であった｡

いた (地震発生は午前４時50分頃)｡
Ø配送終了時に会社に完了報告を行い､ 会社からは

一般国道38号が不通のため､ 迂回路 (一般国道242
号) を使用するよう指示があった｡
Ø帰札は通常18時頃であるが､ ドライバーが事前に

不通情報を得たため､ ほとんど遅れはなかったと
思う｡
・網走地方の暴風雪時の対応について
＜気象及び道路交通への影響の概要17),18)＞

資料：網走開発建設部ホームページ

図−12

最深積雪の推移

Ø平成16年１月13日夜から16日早朝にかけて､ 全道

的に暴風雪や大雪となり､ 特にオホーツク海側の
北見地方では､ 記録的な大雪となった｡
Ø北見市では約150年に一度の積雪171㎝を記録し､

観測以来最高の記録となった (従来の記録117㎝)｡
また､ 最大風速や最大瞬間風速の記録も更新した｡
Ø吹雪､ 雪崩による通行止めが多数発生し､ 網走開

発建設部管内の国道において通行止めを余儀なく
された区間は､ ９路線337.5㎞ (冬期管理延長L＝
837.8㎞の40.3％) に及んだ｡
Ø網走開発建設部では､ 14日未明から12日間､ 24時

間体制で除雪作業を継続したが､ 国道の通行止め

資料：網走開発建設部ホームページ

写真−２

国道の除雪状況

は､ １月13日12時30分美幌峠の通行止めを皮切り
に､ １月21日13時まで続いた｡

十勝沖地震､ 網走地方の暴風雪の際には､ 道路途絶
が短期間で解消されたため大事には至らなかったが､

＜輸送事業者の対応状況について＞
この暴風雪により各地で配達の遅延や帰札の遅延が
生じたが､ その中で特に大きな影響を受けた湧別方面

道路途絶が更に継続し３日間程度に及ぶ場合には､ 通
院､ 透析液の供給､ いずれの面からも治療機会の確保
が困難な､ 深刻な状況に陥るものと考えられる｡

への配送の例を紹介する｡
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資料：網走開発建設部ホームページ

図−13



平成16年１月13日暴風雪による通行規制状況

その他

・患者の通院面にかかる社会保障分野の取り組みは
不十分であると思う｡ 実際は各病院が持ち出しで

先述のように､ 通院や透析原液の搬送など､ 人工透

無料の送迎を行って､ 交通弱者への対策を行って

析治療において道路は重要な役割を果たしていること

いる｡ 一部の地域では､ ボランティアで交通弱者

が確認された｡ 本節では､ 人工透析治療の実態や､ 人

である透析患者の送迎を行っていると聞く｡

工透析患者の通院の支援など治療機会の確保のための
取り組みの概要について､ 札幌市にある医療施設から
のヒアリング内容を紹介したい｡
・当病院の透析パターンは､ 月・水・金曜日､ ９時
から13時､ 14時から18時､ 18時から22時の３クー
ルを提供しており､ 必要に応じて火・木曜日も行っ
ている｡
・透析を行いながらも仕事をしたいという患者は増

・当病院でも､ 車で送迎を行っている交通弱者の患
者は約８％いる｡
・透析医療は､ １日でも遅れると患者の健康状態は
悪化し､ 仮に１週間行わないと死に至る危険があ
るため､ 患者との連絡を密にしている｡
・連絡が取れない場合には､ 警察・救急と連絡を取っ
て患者の安否を確認する｡ 患者の生存を考えると
救急医療に匹敵する重要な分野と思う｡

えており､ 夜間透析のニーズが高まっている｡ 近
くに対応できる病院がない患者で岩見沢市から通
院するケースもある｡

なお､ 通院の支援に関しては､ 北海道単独事業 (腎
臓機能障害者通院交通費補助金交付事業) で､ 腎臓機
能障害者が人工透析を受けるための通院交通費につい

名) の１日分の透析に必要な水約12,000リットル

て､ 補助を行っている｡ 対象者は､ 1)身体障害者手帳

を紫外線による滅菌処理を施しつつ蓄えている｡

の保有者であること､ 2)居住地以外の市町村へ通院し
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・当病院では､ 災害時の備えとして､ 全患者 (約70
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の関係の定量化を図る｡

ていること､ 3)本人・配偶者・扶養義務者の前年所得
③

が一定額以下であること､ 4)生活保護法の給付を受け

道路ネットワークのリダンダンシーを評価する
指標や手法を検討する｡

ていないこと､ 5)身体障害者旅客運賃割引規則による
割引を受けていないこと､ 6)基本として居住地に透析

なお､ 本稿では医療 (人工透析) の面から､ 道路と

可能医療機関がないこと､ などが条件となっている｡
補助対象経費は､ 道が定める片道単価×２×通院日

の関わりを念頭に置いて記述してきたが､ 地域によっ

数であり､ あとは所得税の課税対象､ 課税対象外によっ

て抱える問題は多種多様であるし､ それに対する達成

て補助対象経費５千円以上に対して､ １/２から100

目標の設定・評価基準も多様である｡
これらについては､ 米国オレゴン州の ｢オレゴン・

％までとなっている｡
平成10年度から14年度の補助対象人数および総補助

パフォーマンスレベルの評価手法の適用が考えられ､

額は表−４のとおりである｡
表−４

ベンチマーク｣ に代表されるような評価基準の設定・

腎臓機能障害者通院交通費補助金実績

このことについても検討を進めたいと考えている｡
最後に､ 本稿を作成するにあたり､ 北海道保健福祉
部疾病対策課､ 財団法人北海道難病連をはじめとして
医療機関､ 物流事業者等の人工透析治療に関わる多く
の方に取材に協力いただき､ また､ 貴重な資料を提供
いただきましたことを改めてお礼申し上げます｡

資料：北海道保健福祉部障害者保健福祉課調べ
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