
透析量（daialysis dose）とは？ 008035

「透析量」:HD操作によって処理される患者の血液量と定義。

透析量は「量」であるが，ダイアライザーのモジュール・膜
素材・血流量・透析液量・1回あたりの透析時間・週あたりの
透析回数などによって同一の処理血液量であっても

質的な差異を生じることになる。

cf.量に質的な差異！！

（大平整爾ほか：透析量への一考察，日透医会誌 18（2）：121-128，2003）



具体的な「透析量」の指標 008036

1回当たりの透析時間と週当たりの透析回数（頻度）が基本。

1）尿素減少率(URR）

中分子量物質のクリアランスと同一ということにはならない。 低栄養状態では高値。

必要な血漿成分の過剰除去の可能性。

2）Kt/V

総浄化血液量と総体液量との比率（単位のない数値）。

ダイアライザーのクリアランスは経時的に低下。総体液量を体重の約60％と概算する危険。

時間当たりのKt/V、すなわち Kt/V/tへの配慮も必要。

3）統計に表れたKt/V

1年間の死亡リスクは，Kt/Vが1.8未満ではKt/Vが低いほど高い。

4）Hemodialysis Product(HDP)

Well-being ∝（1回の透析時間）Ｘ（週の透析回数）2 （Scribner 2002)

cf.二乗とする数理学的根拠

（大平整爾ほか：透析量への一考察，日透医会誌 18（2）：121-128，2003）



「透析量」を考える 008037

医師をはじめとする透析スタッフと患者との

接触時間を 十分に確保する努力。

患者と接触することにより，「五感」を働かせて数値や画像に

現れない大切な何かを把握できる。「透析量」は総合的な透析ケア

の重要な部分を占めるが，すべてではないと認識すべきである。

かくして，技術・技能と人間性の融合した良質の医療が保証される。

cf.第六感（extrasensory perception）

医療は科学だけでは語れない。

アート 人のなす技

（大平整爾ほか：透析量への一考察，日透医会誌 18（2）：121-128，2003）



看護度の点数化 005038

看護度＝患者の手のかかり度を点数化

＝看護観察の程度 X 自立の程度

看護観察の程度

3点：付きっ切りの観察が必要 2点：そのほかの患者

1点：特別な観察を必要としない。

自立の程度

4点：寝たきり 3点：透析前後の身のまわりのことや移動ができない。

2点：一部援助が必要 1点：まったく援助を必要としない。

（佐藤久光：透析医療における看護度と人員配置。日透医会誌 18（2）：129-136，2003）



看護度と人員配置 008039

看護度が10点を超えるとミス・トラブルの発生件数が急激に増える。

看護度が10点を超えないことを目安に人員配置を考慮する必要。

cf.看護度は，看護（医療）の量か、質か？

看護（医療）の量と質は不可分？

（佐藤久光：透析医療における看護度と人員配置。日透医会誌 18（2）：129-136，2003）



透析医療におけるクリニカルパス 008040

（副島秀久ら：透析医療におけるクリニカルパス。日透医会誌 18(2):160-168,2003）



透析医療の質の維持 008041

厚生科学研究事業「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」で

「透析医療の標準化」の提案

⇩�

医療の質維持を目標としたパソコンソフト（Medical Information   

New Technology（MINT）システム）の開発

⇩�

日本の透析に関するEBMの構築・合併症対策構築

⇩�

最終的に、標準的で良質な透析医療の提供ができる。

cf.標準化は医療の質を向上させるか？？

（杉崎弘章：”How”の国が”Why”の国に変身できるか。日透医会誌 17(1)：1-4,2002)



医療の標準化は高度先進化を阻害 010-006

クリニカル・パス 低質医療 ⇨ 向上

医療の標準化 ⇨�平均化

上質医療 ⇨ 劣等化

高度先進化を阻害

クリニカル・パスは、機械部品製作の思想

人間は、均一的な部品の集まる機械ではない、

多様・多彩に反応するホリスティックな存在

肉体的・精神的・社会的・宗教的・倫理的。。。

バイトの低技能者を集めてハンバーガー・フライドチキンを作る思想。

マニュアルにそのまましたがえば、最低限のジャンクフッドはできる。

医療は、アラカルト料理であるべき。



仮説I：Square meter-Hour仮説は崩壊した(1) 004025

Babb AL et al:Trans ASAIO 17,1971

[M
2 
(透析膜面積) X H(透析時間)]仮説

＃患者のwell-beingを維持するには、M
2
・H⇧

Well-being(≒QOL)∝f(M2・H)
＃中分子量物質のuremic toxinsを除去する必要

ref：透析の量の概念

ref：Kt/V for urea は、この仮説にもとづいている。

暗示： 等しい透析量は、等しい臨床効果をもたらす筈。



仮説I：Square meter-Hour仮説は崩壊した(2) 004026

整合性に欠ける臨床結果：

1.連日短時間透析(2時間ｘ6回/週)＞週3回透析(4時間ｘ3回/週)

⇩

貧血改善・高血圧是正

2. Kt/V for urea の増大は、限られた範囲（1.8>）でのみしか

死亡リスクを低下させない。

（わが国の慢性透析療法の現況、p559,
2001年12月31日現在、日本透析医学会）



仮説III：適正透析医療は、適正な透析の
量と質からもたらされる 005024

適正透析医療（adequate hemodialysis therapy）

∝ f[透析の量・透析の質]

∝ f《CAM｛∫小分子
大分子［∫t=0

t=終了 CL ・d(透析時間) ]/T         

・d(分子サイズ)}/M》

CAM（complementary & alternative medicine）：

全体医療（ホリスティックメディシン/統合医療/補完・代替・伝統医療を含む

/肉体的・精神的・社会的・倫理的視点を含むモデル）

CL ：透析時間にわたるクリアランス・小～大分子までに対するクリアランス

T:透析時間 M:最大除去標的物質分子量



適正透析 vs 至適透析 004028

至適透析optimal dialysisは存在しない。

なぜなら、透析のみによっては、腎不全患者に

至適状態をもたらさないから。

せいぜい適正、あるいは適切な状態をもたらす だ
けである。

適正透析、あるいは

適切透析adequate dialysisが 存在する。



透析の量の増大が貧血を改善 007024
同じCuprophane膜を使用し、透析を週2回(8.40M2・H)から3回(12.60M2・H)へ増やすと貧血が改善
（阿岸鉄三ほか：適切な透析のためのダイアライザーの条件-透析の量と質-；

人工透析研究会誌：9(2):205,1976）



透析の質の向上が貧血を改善 007025
Cuprophane膜の透析器（18.00M2・H）からPMMA膜の透析器（13.75M2・H）に変更すると、貧血が改善
（阿岸鉄三ほか：適切な透析のためのダイアライザーの条件-透析の量と質-

人工透析研究会誌：9(2):205,1976）



医療の量と質 009001

現代は、医療の量と質が要求される時代。

最善・最高を求めると究極がない、家事と同じ。

医療の質quality：定義はない。議論もない。

医療の量quantity：

ex 1. 医療スタッフ数Ｘ施療時間

（異なる能力・経験・技量・感性を均等化・無視）

ex 2. 透析の量 K t/V （K:透析能 t:透析時間 V:体水分量）

cm/gram/second単位で表され科学的

得られる臨床効果；生命予後＝長く生きればよい？（質的問題）

QOL(SF36)非科学的 （質的問題）



医療の量と質は、不可分統合体 009002

医療の量と質は、まったく無関係の別物に見えるが、

分離することのできない不可分統合体である。

[別例] 宇宙：まったく別物に見える空間と時間の不可分統合体

古事記の記述・間（床の間・話の間）・相対性理論・

物事・Before/After



相対性理論における時間 008010

「今後は，単独の空間および単独の時間というものは，

全く影のようなものとなり下がり，今やこの両者の一種の

統一体のみが自立性を保持することになる」

（ミンコフスキー：空間と時間，1809）

古典物理学で時間と空間とを分離して取り扱ったのは間違い

であって，現実にあるものはただこの時空統一体であり。。。

時間は常にある空間における時間であり，空間は常に

ある時間における空間なのである。。。

(伊藤俊太郎：存在の時間と意識の時間：時間、p23、東京大学出版会、1980)



近代空間と差異空間 ー時空は同次元ー 006022

イザナギは，3人の子供にそれぞれ治めるべきところを申し渡す。アマテラス
は高天原，ツクヨミは夜の食国，スサノヲは海原であった。（「古事記」体系
1958：73）

この神話で問題になるのは，現代のわれわれからすれば別領域の、天または
海という空間的なものと，夜という時間的なものとが，全く同次元に並置され
ているという点である。「近代空間」の中においては、天と夜と海は「奇妙な
非対称」と映るのであるが，それが全く違和感なく自然な形で併存しているの
だ。この箇所は，明らかに「近代空間」にとって異質な「差異空間」の存在を
想像させるような徴候をといえよう。古代的思考の特徴といえる。必ずしも
「近代空間」における（空間的と時間的との）象徴的二元論が当てはまらない
ということなのである。

（佐藤由美子：差異空間の神話学；現代思想：30(2)、p39、青土社、東京、2002）

cf：宇宙 量子力学における場と時間



日本文化で重視する「間」

時間的・空間的な間の取り方の重要性

定性的に論じるばかり

定量的な追求がない

人工環境では間への配慮がなく快適でない

間の一般的法則性を数量的に追求出来るか

（中村敏枝：間の感性、時間と時、 広中平祐ら編、p302、学会出版センター、東京、2002）

日本文化の間 003047



モノつくりとコトつくり 009022

モノはコトと対

モノ：具体的な製品であり，それを構成する材料や部品

コト：製品の持つさまざまな機能とその発現を意味

わが国は材料・加工・実装などの要素技術では世界トップの実力を保持，

それらを製品に作り込んでいくモノつくりでは，質の高い生産組織を持ってる。。。

一方，コトつくりでは著しく立ち遅れている。。。ソフトウエア技術では、

特殊な分野以外は国際的な競争力を持たない。コトつくりのための技術は

ソフトウエアだけでなく，システム工学・設計学・認知科学・制御科学など

広範な基礎研究のがこれを支える。

わが国のコトつくりの弱さは，普遍性とそれを支える論理を軽視するわが国の

伝統的な風土の表れ。。。

コトつくり技術を開花させるには，個別性の高いこれまでのモノつくりの

科学技術を縦とし，普遍性を重んじるコトつくりの科学技術を横とする学術の

2次元構造を政策の基礎にすることが必要。。。

cf.物事・事物（モノとコトは、不可分統合体）

cf.パソコンもソフトなければ、ただの箱
（木村英紀：文芸春秋 2004年1月号，Ｐ88）



010-022



医療（量と質）は、患者のQOLで評価 009003

現代では、医療（量と質）の評価に、QOLを重視。

QOLの評価基準：多様・多彩で信頼性低い。

：基本的に思考・行動の自由度の高いこと。

：個人の主観・感性の尊重。

：科学的であることを無視。

（客観性・普遍性・再現性・論理の一貫性の欠如）



010-019



010-017



010-023



医療をEBMで評価 009004

Evidence-based Medicine(EBM)

(科学的)証拠に依る医学・医療の実体
3 要件：1)医学的知識・臨牀技能 Clinical Expertise

2)臨床研究の証拠 Evidence

3)患者の価値観 Patient Preference

（大生定義：medicina 35:2102,1998）

科学的といいながら、

科学性（客観性・普遍性・再現性・論理の一貫性）を無視



適正透析の評価のパラメータ 004029

適正透析評価のパラメータとしてのQOLは、

客観性に欠けるので 科学的でない。。

科学的であるための用件：

客観性

再現性

普遍性

（一貫した論理性）

したがって、

QOLを重視するEBMは科学的であり得ない。

QOLは、統合医療のパラメータである。



010-024



朝日新聞 2004年3月4日4版2頁



神里達博：朝日新聞（夕刊）2004年1月28日、2版、12頁 010-003



外気功の効果 004024

つかまり立ち 外気功

自分で立つ
患者：83才、女性



外気功と指圧による肩関節可動域拡大 010001

患者：66才、女性。透析歴27年。
合併症：全身アミロイドーシス（DSA・CTS術後）、
ASO（F-III）。歩行不能、肩関節痛・運動障害



010-025



使い捨て留置鍼

Pyonex(セイリン)

長さ 0.6mm

004022



鍼治療の実際 007021



鍼治療結果 007023

66 (2/3)嘔気50 (1/2)穿刺痛

0 (0/2)腹痛80 (4/5)肩の痛み

100 (1/1)背部痛40 (2/5)手の痛み

60 (6/10)四肢の痛み33 (1/3)全身症状

40 (2/5)腰痛100 (4/4)頸部痛

有効率(%)有効率(%)

全体：57.5% (23/40)



010-027



Artificial Balneotherapy 005054

EO, 83 yrs old, female
HD patient

Diabetic Nephropathy

Artificial Balneotherapy:
3X/week
42 ℃, CO2>1200ppm

05/11/02 11/06/02



補完・代替医療の維持透析患者に及ぼす効果 007027

患者：77才・女性 透析歴：15年（CAPD 2年・現在；週3回HDF ）
ASOに対してLipo PGE1・argatroban 2回/週

外気功・指圧・留置鍼：ほぼ1回/週
2003年1月からほぼHDF毎（前）の人工炭酸泉浴（約15分間）

人工炭酸泉浴

症状

施療前 施療中

下肢筋痙攣頻度 15.8%(6回/38HDF) 6.0%(5/84)  [5/42→0/42]

つらい・しんどい・止めたい頻度 31.6%(12回/38HDF) 6.0%(5/84)  [5/42→0/42]

HDF中の除水(平均) 2.4 kg 2.2kg

BP<100mmHgでも無症状

リンゴ酸Caの減量



010-026



QOL・EBM重視の視座は、統合医療の理念から 009005

20世紀後半の医療は、科学技術偏重と非難された。

全人的医療・統合医療の基本理念：

患者に肉体的・精神的 ・社会的・倫理的・

霊的存在として対応

＝QOL・EBMを重視する視座

統合医療では、医療技術として補完・代替・

伝統医療などを採用

QOL・EBMを視野に受け容れた時点で

統合医療はすでに始まっていた



010-028



近代科学は数学の娘（ベルグソン）
001-003

近代科学は数学の娘である。。。数学は、世界のすべて

の出来事を数量的に計算する手段になる。近代科学の成
功は、これによって達成された。

しかし、数量化できない性質をもった人間の体験を無視し、
排除することによって達成されたものである。。。 言

いかえれば、われわれが何かの経験をするときに心身の
領域で起こっている内面的経験を切り捨て、無視すること
によって初めて近代科学の成功が可能になった。。。

(湯浅泰雄：時空統合と心身統合の関係、意識が拓く時空の科学、猪俣修二ら編、pXXX,徳間書店、東京、2000年)



医学の学問性における特異性 009006

医学の特異性:複合的学問 ・統合的特性

科学的側面；身体を物質的存在に還元、

身体部位別・治療手段別に分化・専門化

哲学的側面；精神的存在に還元、

人間を全体として扱う全人医療的 倫理的

宗教的側面；医療奇跡（シャーマニズム・道教・ルルドの泉）

プラシーボ 霊（性）的

「医者は牧師のこころを持つべき」（内村鑑三）

芸術的側面；「サイエンスに支えられたアート」（Schweitzer）
「個性の交流が作り上げるアート」（日野原重明）



医学の統合は、現代の必然的トレンド 009008

医療先進社会・国家における重層化した医療

1.狭義の正統的医療＝厳密な意味の“医療” 科学的！！

哲学的？？ 宗教的？？ 芸術的？？

2.補完・代替・伝統医療

＝厳密には、“非医療”“医療（業）類似行為”

科学的？？ 哲学的！！ 宗教的！！ 芸術的！！

両者を併せて、複合的・統合的特性

＝科学的・哲学的・宗教的・芸術的

広義の医療、最近では、統合医療



諸学は統合へ 009009

周辺関連科学の進歩

⇩触発

現代医学 人間 人間×

⇩分析的に解析・解明 ⇧集合

臓器・器官・組織・分子・遺伝子

⇩

生命の不在・理解不能

人間を科学的・哲学的・宗教的・芸術的 etc統合的に視て理解可能

「全体は部分の集合にまさる」（パスカル）

「自然のシステムはすべて全体。。。互いに依存し合う。。。全体の性質は

単なる部分の総和とは異なる」（カプラ）



あらゆる領域に諸学の統合 009010

例）エネルギー利用にかかわる地球温暖化

：極めて長期的・複雑な現象

仕組みの解明：自然科学的手法で可能

⇩�

発生原因・緩和策：

技術と経済がかかわる。機械とお金の動きが必要。

複雑さは増すが、定量的評価が可能・工学的手法が有効

⇩�

環境問題： 生活様式・政治的意志決定が加わる

複雑さは、格段に増す

諸学問分野を統合した総合的手法が必要



010-029
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ゆらぐ科学のリアリティー 004003

かって、「科学」は万能であり、すべ

てに「科学的」であることが目指された。

＜輝かしい未来＞＜客観的な正しさ＞

「真理」の象徴であったが、変容した。

1.代表の物理学は繰り返し可能性・客観

性⇨時間の流れは不可逆的 ex)生命・環境

2.世界の予知・支配・制御の世界観⇨カ

オス・複雑系（遠い将来は予測不可能）。

「無知の知」へ ex)天気予報・株価変動

3.科学→技術の構造⇨テクノロジー→理

論 ex)遺伝子研究・ゲノム解析・携帯電話

4.科学を旗印とするマルクス主義の衰退。

時代は、「科学」単一原理主義から、

宗教・経済・民族・テクノロジー、原始

的/最先端など様々な要素が複雑に絡み合う様
相へ。（黒崎政男：朝日新聞2002年6月19日、夕
刊、2版、13頁）



〈科学技術の発展は人類を幸福にするか〉

解答に対する難点

幸福を測る客観的尺度が存在しない。

各人の価値観・情念など多様。

幸福の内容

時代・民族・風俗・宗教などよって変わる。

幸福の合意

国家・国際機構・その他の組織における

合意も異なる。
（科学は人間を幸福にするか：碧海純一・大熊由紀子・加藤一郎編、勁草書房、東京、1989）

科学技術の発展と人類の幸福 003001



医工学治療は2001年と2100年でで明らかに異なるとする希望的予測。
2100年には、血液浄化・人工心肺などは存在するか？臨床工学技士の関わり？

21世紀後半の腎不全治療を独断的に大胆予測すると！！

薬物治療・遺伝子治療などにより末期腎不全が存在しない可能性。

⇨末期腎不全になってもごく短期間の血液浄化。

⇩⇨ハイブリッド人工腎臓の完全植え込み型。

⇩⇨腎移植

すぐれた抗免疫薬により拒絶反応が完璧に抑制される。

遺伝子工学の応用により組織適合性は完全マッチ（拒絶反応がない）。

異種動物。クローン人間。

キーワードは、生物工学

技術的に可能なことは、なにをやってもよいか？

倫理的問題はどうなる？

20世紀型を引き継いだ21世紀医工学治療 002025



求められるべき21世紀型医工学治療 010-033

20世紀は，科学技術（偏重）の時代

→一部人類の健康・平均寿命の延長

→地球生態系を攪乱・生活環境の劣悪化

→資源／富みの偏在・異なる文明民族の飢餓／貧困化

→20年後に化石燃料のburn-out・

ITインフラとする産業革命の終息

人類に真の幸福をもたらしたか疑問 否定的

21世紀型医療のモデル

社会問題をも視野に入れた医療の世紀

統合医療（Integrative Medicine）にへ向かう

近代科学に基づく医学・医療

代替・補完・伝統・民間医療（医療類似行為）



科学の分化と統合 003010

近近代科学は、字義通り専門各「学科」に分化し、発展してきた。

直近、半世紀の諸科学の展開は、ひとたび細分化され、疎遠になりつつあった諸分
野が新しい統合へ向かい、全く斬新な問題意識で人知の進歩への展望が開けつつ
ある。

再統合の動機：

学問内在的必要性；ex.物理学・化学・生物学の融合
社会的・実践的要請；ex.環境科学
統合・学際化のレヴェル：

主として、学界・研究者集団のレヴェル

稀に、学際的な洞察と学殖をもつ個人、

ダヴィンチの再来は不可能

（科学は人間を幸福にするか：碧海純一・大熊由紀子・加藤一郎編、勁草書房、東京、1989）

代
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