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アフターコロナを見据えて
公益財団法人愛知腎臓財団
慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策協議会委員長
藤田医科大学病院 院長 湯澤由紀夫
への取り組みと併走して課題解決を図ること
が重要と考えています。

感染者を出すことなく終えることができまし
た。

岡崎医療センターでの経験は、厚労省のＰ

ＣＲ検査ガイドライン及び愛知県におけるコ

ロナ陽性者の滞在施設の設置に活かして頂い

ています。

コロナ禍にあって、感染症対策は当然です

が、本来の腎移植・透析医療を安心して安全

な環境で提供できる医療体制を作り上げるた

め、愛知腎臓財団に期待されている役割は大

きいと考えています。

最近の調査結果を見ると、新型コロナウイ

後にコロナ前に戻るのではなく、コロナ後の

越えることは勿論ですが、我々は、感染収束

す。この難局に対峙し、今現在の危機を乗り

究など様々な切り口で負荷をもたらしていま

変容を余儀なくされています。

みが大きく揺さぶられ、私たちは急激な行動

行によって、これまでの価値観や社会の枠組

た。新型コロナウイルス感染症の世界的な流

第三波とともに年末を迎えることとなりまし

年が経った今も見通しがつかず、感染流行の

を発した未曾有のパンデミックの収束は、一

昨年末に中国湖北省武漢市の肺炎患者に端

崎医療センターで受け入れました。人道的観

・乗客およびその同伴者計 名を開院前の岡

イルスに感染した無症状病原体保有者の乗員

イヤモンドプリンセス号船内で新型コロナウ

今年２月９
１ 日から３月９日の間、藤田医科
大学では、政府からの緊急要請を受けて、ダ

ツールとなるでしょう。

ても一般市民に向けての啓発に非常に有用な

ます。これらの取り組みは、コロナ後におい

わる手法を模索し、啓発活動を継続しており

の配布やＷＥＢを活用した情報発信など、代

みを止めることのないよう、教育資材ＤＶＤ

頭でのイベントを休止はしたものの、その歩

普及促進事業においては、集会型の講演や街

む 慢 性腎臓病（ＣＫＤ）対策事業、臓器移植

て活路を見出し、コロナ後の透析医療体制の

財団・各医療機関が密接に連携し叡智をもっ

あ りませんが 、 自治体（愛知県）・愛知腎臓

で 、 Ｃ ＯＶＩ Ｄ ９
１ の パ ン デ ミ ッ クが引 き 起
こす数々の難局を乗り超えることは容易では

認されたワクチンが登場していない状況下

期にわたることが問題視されています。

症化のリスクは高く、ウイルス陰性化まで長

中の方がコロナウイルスに感染した場合、重

また、免疫力が低下している維持透析治療

０％と比較して非常に予
い重症患者の救命率８
後不良であることがわかります。

このような状況下、愛知腎臓財団が取り組

新たな医療の在り方を検討していく良い機会

点より受け入れを決断した次第ですが、地域

「愛知モデル」の確立を目指したいと考えて

０％の方が急性の腎
ルス感染症の経過中に約２
障害を発症することが報告されています。い

と捉え、次のフェーズでの各医療機関の在り

の方々のご理解、関係各所の皆様のご協力、

います。

でなく、医系大学における医学教育体制や研

まだ治療法が確立しておらず、有効性が確

０％が
ったん急性の腎障害を発症すると、約８
０％であり、腎障害のな
重症化し、救命率は５

方、実習を含めた医学教育や世界と競争でき

スタッフの献身的な努力に支えられて、二次

-
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コロナ禍は、医療現場への大きな負荷だけ

る研究の推進など、現在の新型コロナ感染症
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愛知県における透析患者実態調査
稲熊 大城

名（男性一一、九〇二名・女性六、三一五
名）の患者に関する回答を得られた。他県
（岐阜県・三重県・静岡県・滋賀県）在住あ
るいは居住地不詳の患者を除いた一七、八四
一名（男性一一、六五三名・女性六、一
八八名、平均年齢六九・三歳）が愛知県在住
であった。
愛知県下の患者居住地の分布を図１に、ま
た二次医療圏別の患者数を図２に示す。名古
屋地区が五、七六四名と最も多く、東三河南
部地区（豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市）、
尾張北部地区（春日井市・犬山市・江南市・
小牧市・岩倉 市・大口町・扶桑町）、西三河
南部西地区（碧南市・刈谷市・安城市・西尾
市・知立市・高浜市）、知多地区、尾張西部
地区 （一宮市・稲沢市）、 尾張東部地区 （瀬
戸市・尾張旭市・日進市・長久手市・豊明市
・ 東 郷 町 ）、 西 三 河 北 部 （ 豊 田 市 ・ み よ し
市）、西三河南部東地区（岡崎市・幸田町）、
海部地区（津島市、愛西市、弥富市、あま
市、大治町、蟹 江町、飛 島村 ）、尾張中部 地
区（清須市・北名古屋市・豊山町）と続き、
東三河北部地区（新城市・設楽町・東栄町・
豊根村）は最小で一八三名であった。
治療方法に関しては、施設血液透析が最多
で、一六、九九六名、続いて腹膜透析四九一
名、血液透析と腹膜透析の併用九一名、在宅
血液透析四〇名ならびに未回答二二三名であ
った。

藤田医科大学ばんたね病院医学部内科学講座
主任教授

わが 国の透析患者数は 二〇 一八年 末時点
で、三四万人弱である。新規導入患者数は増
えていないが、全体の数はいまだ増加傾向に
ある 。透析患者の平均年齢は六八・七五歳
と高齢化がみられ、それとともに心血管病な
らびに認知症などの合併が増え、今後さらに
ＡＤＬの低下した透析患者が増えていくこと
が予想される。ＡＤＬの低下は患者の行動範
囲を狭めることにつながり、災害時などの避
難、地域内あるいは地域外搬送にも支障をき
たすことが予想される。したがって、各地域
の患者数のみでなく、どのような患者が居住
しているかを調査することは、災害対策面か
らも不可欠なことであり、今回愛知県下の透
析実態調査を行った。
令和二年一月一日現在の状況を調査するた
め、愛知県下の透析施設にアンケートを郵送
した。アンケート内容は、①性別 ②年齢
③患者居住地の郵便番号 ④治療方法 ⑤主た
る通院手段 ⑥居住環境 ⑦介護認定取得状況
⑧糖尿病関連自己注射の有無 とした。
アンケートを郵送した愛知県下維持透析施
設一九八施設中、外来透析患者のいない一四
施設を除く一八四施設中一七七施設から回答
を 得た （回収率 九 六・二 ％ ）。一八、 二 一 七

図１：患者居住地の分布 患者居住地の郵便番号を元に作成.
Ｂａｒの高さは人数を示す.

図２：二次医療圏別の患者数
数字は人数を示す.
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図３：通院手段別の患者数
数字は人数を示す.
図４：居住環境別の患者数
数字は人数を示す.

シー、一般タクシーの順であった。
居住環境については図４に示す。家族同居
が一三、〇二六名と最多で、独居、入院、施
設入所と続く。
介護認定については図５に示す。認定取得
で最多は、要支援２で一、二〇七名、続いて
要介護２、要介護３、要介護４、要介護１、
要介護５、要支援１という順であった。
糖尿病関連自己注射については、あり二、
二六一名、なし一五、一七三名、不明五九
名、未回答三四八名であった。
今回実態調査を実施し、愛知県下透析患者
の大多数のデータを得ることができた。患者
は名古屋地区などの都市圏に集中していた。
性別ならびに年齢に関しては、日本全体のデ
ータと大きな差はなかった。施設送迎による
通院が四〇％以上を占めたことについては、
予想を上回るものであった。患者の居住地区
や居住環境などを考慮した災害対策を検討す
る必要がある。

参考文献
 わが国の慢性透析療法の現況（２０１８
２月３
１日現在）透析会誌５
２ １
２ ６７９
年１
～７５４、２０１９

)
(

浅田美保子

令和２年６月より、愛知県臓器移植コーデ
ィネーターを拝命しました浅田と申します。

公益財団法人愛知腎臓財団
愛知県臓器移植コーディネーター

愛知県臓器移植コーディネーターになって

通院手段については図３に示す。施設送迎
による通院が最多で、全体の約四二％にあた
る七、三四八名であった。続いて自家用車、
院内・同一施設内施設・隣接施設からの移
動、独歩・自転車、公共交通機関、介護タク

図５：介護認定別の患者数
数字は人数を示す.

────────────────────────────────────────────────────────
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私は今まで看護師として働いていましたの
で、一般の職業の方より人の生死に多く関わ
ってきたと思っていましたが、この職業に就
いて、改めて命について考える機会を得たよ
うに思います。
臓器移植には生体移植と、心停止後の提
供、脳死後の提供があります。このうち脳死
下臓器提供では２回の脳死判定が行われ、脳
死と判定された場合、この２回目の脳死判定
終了時刻が死亡時刻となります。脳は全く機
能していない状態ですが、心臓は動いていて
体は温かい状態で死亡宣告がなされます。実
際に脳死下臓器提供に関わり、脳死判定によ
る死亡宣告を見て、初めて脳死について深く
考えることができたと思いました。
終末期において救命が不可能な状態と診断
された場合、医療者から、治療を継続するの
か、差し控えるのか、中止するのかなど、今
後についてご家族に情報提供がなされます
が、脳死の状態と考えられる場合、その中に
臓器提供という選択肢があることを知りまし
た 。そして、臓器提供す る、臓器提供しな
い、どちらも大切な権利であり、臓器を提供
したいという本人やご家族の尊い意思を繋ぐ
ことが臓器移植コーディネーターの役割なの
だと改めて理解しました。
実際の臓器提供の現場に出て、臓器提供に
は とて も 多くの 方々 の協 力が 必 要で あ るこ
と、中でも施設内移植情報担当者（以下「院
内コーディネーター」という）の皆様の役割
は大きく、その活躍に支えられていることを
知りました。愛知県の臓器移植コーディネー
ターとして、各施設の院内コーディネーター
の皆様と日頃から連携を取り合うことは、と
ても重要なことであると考えています。
愛知県には脳死下で臓器提供が可能な施設
が８
４施設あり、この内、院内コーディネータ
０施設、院内コーデ
ーを設置している施設は３

ィネーターは 名が県から委嘱されています。
院内コーディネーターの役割として、臓器
提供が円滑に行えるよう、日頃から院内体制
を整備するため様々な活動を行っていただい
ております。実際に臓器提供の意思表示があ
った時は、私達臓器移植コーディネーターが
関わる前からご家族の対応にあたり、臓器提
供に関わる施設内の各部署との調整や、施設
外の関係機関との連絡調整を行うなど、とて
も重要な役割を担っています。日常の業務に
加えて行うわけですから、その苦労は大変な
ものであろうと察します。
今年は、通常年４回開催する予定の愛知県
施設内移植情報担当者会議と、年１回開催す
る予定の新任院内コーディネーター研修会
を、新型コロナウィルスの感染状況を鑑みて
１月にようやく開催す
見送っていましたが、１
ることができました。本来ならばグループワ
ークやロールプレイなど実際に即した研修を

社会医療法人愛生会上飯田クリニックは、
名古屋市北区にあります。北区は「名古屋の

行いたいところでしたが、感染を予防するた
め自粛し、時間も短縮して行うこととなりま
した。この会議で発表された各施設からの提
供事例の報告や振り返り、またその発表に向
けられた質問や意見は、現場ならではのとて
も貴重なものでした。次回開催を予定してい
る３月の会議では、アンケートで要望が多か
ったドナー管理についての講演を企画してい
ます。しかし、新型コロナウィルス感染拡大
が懸念される状況下で、今後どのように、活
動していけばよいのか、状況を見て、他機関
と連携をとりながら、検討していきたいと考
えています。
愛知県臓器移植コーディネーターとして、
本当にまだまだ未熟ではございますが、愛知
県内の移植医療発展のため少しでも貢献でき
るよう努力してまいりますので、皆様のご支
援、ご指導を賜りたく謹んでお願い申し上げ
ます。

直人

北の玄関」といわれ、ＪＲ中央本線、ＴＫＪ
城北線、名鉄瀬戸線・小牧線、市営地下鉄名
城線・上飯田線（名鉄小牧線との相互乗り入
１号、
れ）の公共交通機関、また国道９
１号・４
名古屋高速１号楠線、名古屋環状線の幹線道
路が縦横に通じ、都市の発展に重要な役割を

社会医療法人愛生会 上飯田クリニック
院長 三浦

上飯田クリニック

透析施設紹介
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担っています。
さらに公団・公営の大規模住宅団地が多い
ことで人口も名古屋市では多い区（令和２年
０月１日現在一六三、四四〇人）でもありま
１
す。独居高齢者世帯は名古屋市の６
１区で第１
位、高齢化率も第２位など、高齢者層も多い
のも特徴です。
社会医療法人愛生会は、１９５１年（昭和
６
０年の
２年）に上飯田第一病院の開設から約７
歴史があります。現在では、総合上飯田第一
病院（急性期・地域包括ケア病棟）・上飯田
リ ハ ビリ テー ション病院 （回復期）・ 介護事
業部（訪問看護・訪問介護・通所介護・通所
リハビリテーション・訪問リハビリテーショ
ン・看護小規模多機能居宅・住宅型有料老人
ホー ム・居宅 介護支援）・ 愛生会看護 専門学
校の事業を展開しています。当院は、１９８
２年）４月に上飯田第一病院付属
７年（昭和６

上飯田クリニックとして上飯田第一病院より
分離、９
１床の有床診療所として開院しまし
た。その後１９９０年（平成２年）に現在の
名古屋市北区上飯田北町に新築移転し現在に
至っています。
現在は維持血液透析専門の無床診療所で、
２床（そのうち感染ベッド２
透析ベッドは４
床）、月水金に夜間を含めた３クール、火木
土は１クールで約 名の方が通院透析をされ
ています。
スタッフ体制は、常勤医師２名と非常勤医
師、看護師、臨床工学士、看護補助者、管理
栄養士、放射線技師、事務員（医療ソーシャ
ルワーカー兼任）と昨年８月から理学療法士
１名が加わりました。
透析機器では通常のＨＤ装置のほか、オン
ラインＨＤＦ対応透析装置、オフラインＨＤ
Ｆ対応透析装置、高ナトリウム対応透析装
置、個人用透析装置があり、状態に合わせた
治療を行っています。また透析液の濃度測定
に電解質分析装置も使用しています。
シャントの管理につきましては、大半の方
が、名古屋血管外科クリニックでなされてい
ます。
０歳
現在通院中の患者さんの年齢構成は、４
５歳、平均年齢は 歳、６
５歳以上は全体
から９
の ％となっています。日常生活動作で杖、
車いす、認知機能低下などの要介護の状態の
０％の方
方は約５
２％でした。このような中で６
が送迎バスによるサービスを利用されていま
す。
高齢化対策につきましては、さまざまな臓
器の合併 症を持った方も多くなってき まし
た。そのため昨年より透析時間中におこなう
腎臓リハビリテーションを理学療法士の指導
のもと導入しました。
リハビリテーションは、脳血管障害の既
往、関節の手術の既往、虚血性心疾患の方は
もちろん、加齢による筋力の低下の予防にも
有用と考えています。
71.6

100

70.5

またフィードバックとして、体力評価とと
もに体組成計
seca mBCA 515を使用し、
筋肉量の測定やその推移、また体水分量測定
による適正体重、体脂肪量測定による栄養評
価の検討も理学療法士、管理栄養士とともに
行い、患者さんにアドバイスしています。
微力ながら、患者さんのＡＤＬの維持がＱ
ＯＬの改善に結びつき、長くにわたり通院透
析が可能な体力維持に努めてまいりたいと思
います。
今年は新型コロナウィルス感染症が蔓延し
ました。これに対する感染予防の徹底、的確
な対応ができる体制作り、発生した場合の感
染対策マニュアルの整備も行いました。
最後になりますが、現在に至るまでの様々
な社会的な変遷、感染症の蔓延があり、そし
てサービスも変化してまいりました。これか
らも患者さんにとって有益な医療、サービス
を提供していきたいと思います。今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。

(

)
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透析施設紹介

調節できる間接照明、空調は強い風が吹き出
さない体に優しいシステムを採用していま
も提供し
す 。 テレ ビ 視 聴 は 無 料 で す 。
ていますので、インターネットもお楽しみ頂
けます。なお電磁波に影響を受けないＥＭＣ
規格の透析機を使用しています。また感染対
策として隔離ベッド２床を設けており、患者
様のご協力のもとスタッフ一丸となって毎日
の健康観察、マスク着用、手指衛生の徹底に
取り組んでおります。
０台確保しております。ご自身で
駐車場は４
の通院が困難な方のために無料の送迎バスを
運行しており、昼間透析の約半数の方が利用
しています。対象エリアは碧南市、高浜市、
安城市、西尾市です。車椅子での乗車も可能
になっております。
当院では個々の患者様に合わせ、従来の血
液透析の みならず オンラインＨＤＦ、ｉ ＨＤＦ
を適宜選択し、ダイアライザーも多彩な種類
を採用しています。透析技術認定士資格を持
つ臨床工学技士がおり、透析液
の水質浄化にも力を入れていま
す。看護師にはフットケア指導
士、糖尿病療法指導士の資格者
もおり、合併症の早期発見や管
理に努めています。栄養士によ
る栄養指導も行い、しっかり食
べて元気で長生きして頂く事を
目標にしています。お陰様で当
院の最長透析歴の方は５
４年で、
今でもご自分で車を運転される
ほどお元気です。
シャント管理は適宜エコー検

Fi

-

碧南クリニック
聡子

３シフトで約 名の患者様が通院しておられ
ます。
院内には広々とした明るい待合ロビーがあ
り、診察室、透析室、更衣室、トイレ、レント
ゲン及びシャントＰＴＡ室、手術室など全て
段差がなく、車椅子でも楽々移動ができます。
透析室は患者様が快適に過ごして頂けるよ
う配慮しました。照明は眩しくない様に光量

医療法人仁聖会 碧南クリニック
院長 粟田

碧南クリニックは医療法人仁聖会西尾クリ
０年１
２月 に 通 院 血 液
ニックの分院として昭和６
透析を専門として開院しました。
碧南市民病院から２㎞ほど南の、植出町と
いう閑静な住宅街にあります。当初はベッド
数５床でしたが、患者様の増加に伴い平成１
１
２
７床
年に新規建替工事を行いました。現在は７
で、月水金と火木土の昼間及び月水金夜間の

160
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-
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査、造影検査を行い、院内でＰＴＡを行って
おります。困難な症例や手術は名古屋血管外
科クリニック、みかわ血管外科クリニック、
中京病院にご加療頂いており、急な閉塞にも
ご対応頂き助けて頂いております。
入院が必要な重い合併症が発症した場合は
主に安城更生病院、刈谷豊田総合病院に受け
入れて頂いております。碧南市民病院、八千
代病院、小林記念病院、高須病院、第二積善
病院、また近隣の開業医の先生方にも専門的
な治療や療養でご高診頂いております。地域
連携によって多くの先生方に支えて頂き、こ
の場をお借りして厚く御礼申し上げます。
碧南市は海沿いの地域であるため災害対策
に力を入れております。停電や断水に備えデ
ィーゼル発電機及びＬＰＧ発電機、貯水槽を
設け、当院の患者様全員が最低一回は透析が
できる備蓄をしており、燃料と水の補給があ
れば継続して透析可能になっています。日頃
から行政や地域の燃料小売店に非常時のご協
力を依頼しています。患者様とスタッフは定
期的な避難訓練を行っています。近隣の透析
施設の皆様ともビジネストランシーバーでの
連絡訓練を行い、技士間の交流にもなってい
ます。
日常生活の困り事はソーシャルワーカーが
ご相談に乗り、地域の様々な介護福祉施設や
薬局、訪問サービスの皆さまと連携し、患者
様やご家族のご希望に寄り添ったきめの細か
い支援をご提案しております。
お陰様で長きに渡り地域に根差して透析医
療を営む事ができておりますのも、ひとえに
皆様の温かいご理解とご支援の賜物と日々感
謝しております。透析患者様がお元気で、安
心して過ごして頂ける様スタッフ一同努力し

てまいりますので、今後とも何卒よろしくお
願い申し上げます。

透析施設紹介

第 二 積 善 病 院

開院いたしました。

医療法人積善会 理事長・第二積善病院
院 長 近 藤 貴久
我が国は超高齢化社会を迎えており、今後
も長年にわたり続くとされています。医療の
進歩に伴い平均寿命は延びておりますが、患
者様本人、並びにご家族の日常生活の向上に
反映されているかと問われれば疑問でありま
す。
従来の国内の医療システムでは、急性期の
病状治療は外来もしくは一般病床で執り行わ
れ、安定した状態となった段階で入院が必要
であれば他院の地域包括病床や療養病床へ転
院するケースが一般的です。しかし、そこに
は患者様本人の転院による環境変化に伴うス
トレス、長期入院に伴うＡＤＬ、ＱＯＬの低
下等様々な諸問題が付随していると感じてお
りました。
当法人ではそのような問題に対し「療養型
の可能性を拡げていく」というコンセプトで
二〇一五（平成二十七）年十一月に一般病床
四〇床、療養病床二〇八床の第二積善病院を

────────────────────────────────────────────────────────
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場 所はＪＲ 東 海 東海道 本 線 二川駅 下 車徒
歩十分、東海道五十三次の三十三番目の宿場
である二川宿の近隣であります。
第二積善病院の特徴は、療養病床において
入院透析を必要とされる患者様、また人工呼
吸器が必要であり長期入院を要する患者様に
利用して頂けることです。
一般病床では心臓・下肢血管の造影検査治
療等を行えるよう心・血管撮影装置を設置し
ております。慢性腎不全や糖尿病などを基礎

疾患とした患者様の各種血管病変に対してＱ
ＯＬを優先した治療を行っています。透析患
者様において、下肢・末梢動脈疾患や下肢等
の切断などＱＯＬを低下させるような重度の
合併症とならないよう適切な血管の検査・治
療をおこない患者様にはより良い療養生活を
送って頂くことが大切なことだと思っており
ます。
透析室ベッド数は五〇床確保し、外来通院
透析及び入院患者様の透析治療を行っており
ます。現在外来通院・入院合わせて百二十名
ほどの患者様の治療にあたらせていただいて
おります。入院病床透析患者様の離床促進に
おけるリハビリテーションをはじめ、外来通
院患者様へのレジスタンス運動（筋力増強運
動）やエルゴメーターによる有酸素運動を行
い、理学療法士の指導の下、下肢筋力の増
強、保持・透析効率の改善・透析治療中症状
の改善（血圧低下・下肢痙攣等）目的に実施
し、毎月リハビリカンファレンスを行い、全
スタッフで情報を共有することで質向上に努
めています。
また、当院はフットケア指導士（看護師）
の元、透析患者様のフットチェック・ケアを
透析スタッフにて定期的に行っております。
末梢動脈疾患予防のためのＡＢＩ検査やフッ
ト観察、足病変予防のためのスキンケア・角
質ケア、爪切り、足浴（炭酸泉浴）等を実施
し異常の早期発見を徹底しております。
透析患者様の血管病変の一つ、シャント血
管の治療にも力を入れております。当院で
は、新規導入患者様のシャント造設をはじ
め、自他問わずシャント再建、経皮的シャン

ト拡張術を行っております。特に自己血管吻
合によるシャ ント作成が困難な症例に対し
て、人工血管移植術が施行できる体制を整え
ており、シャント感染、閉塞、バイパス術な
ど各種病状に対応し患者様へ安心した透析治
療が行えるよう努めております。
災害対策では、透析室単独の非常電源を設
け、大規模かつ長時間停電に対応できるよう
配備しております。また、災害時近隣施設間
情報共有を重視した災害用トランシーバーを
設置しており、有事の際、被災状況や患者様
受け入れ 状況等を把握でき るように当地区
（東三河）内で情報共有できる体制を整えて
おり、愛知県透析医会開催による年二回の災
害時情報収集訓練にも参加し、災害時を想定
した情報収集を行い、地域、近隣施設間の協
力体制を構築しております。
今後も地域医療を重点に置き、透析患者
様、長期療養が必要な患者様へ少しでもお役
に立つことが出来るよう努力していく所存で
ございます。
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編集後記
昨 年 末 の新 型 コロナ（ＣＯＶＩＤ ９
１）の感 染 の報
道。今や世界、日本を席捲し、影響は社会のあら
ゆる分野に及び、本号の記事でも随所にそれを見
ることができる。十一 月二十七 日現在、世界の感
染者六〇四二万三五五人、死者一四二万一六五
〇人であり、日本はそれぞれ一四万四三一人、二
〇六五人、とわが国では他国に比し若干数値的に
は少ないとはいえ、年末になって増加傾 向にあって
楽観できない。一方その制御対策として、多くの国
がワクチンの開発 に着 手していたが、最近三つのワ
クチンの有 効 性 が確 認 さ れ たと の報 道 があ り、
人々のワクチン実用化への大きな期待が膨らんでい
る。しかしそれぞれのワクチンには長所短所が、ま
たその実用化には様々な課題もあり、その制御効
果を発揮するまでには時間がかかることが予想さ
れる。現 在 第 三 波 の中 にあるのではないかと言 わ
れているわが国においてもワクチンのみに頼ること
なく国 民 一 丸となっての取 り組 みが求められてい
る。
愛 知 腎 臓 財 団 の事 業 活 動 も例 年 とは異 なり、
多 くの取 り組みが三密 回避のため、計 画変 更 、オ
ンライン化 、中 止 など、となった。そんな中 、愛 知
県の臓器提供数は十一月現在全国的にもトップク
ラスにある。これまで愛知県では定期的に院内コー
ディネ ー ター 会 議 を開 催 し、参 加 す る各 医 療 施
設、愛知腎臓財団、行政の職員間での情報交換を
行ってきた。同会議も新型コロナのため二回ほど開
催を見合わせたが、十一月に参加型の会議を開催
した。この会議では実際脳死提供症例を経験した
施設から、新型コロナに対応しつつ行う提供の実態
が会議参加者に共有されたのである。また行政か
らは、小児の臓器提供症例で必須とされる虐待の
確認に係る個人情報の収集の見直しについて報告
されるなど、県下における臓器提供体制の整備が
着 々 と 前 進 していることを 確 認 す ることができ
た。愛知県の臓器提供の実態を支える組織として
の会議の今後の活動に期待すると共に、参加各位
の協力に感謝する次第である。加えて愛知県の臓
器 移 植 コー ディネ ー ター の体 制 も引 き続 き五 名
体制を維持する予定であり、これも愛知県の提供
の実態を支えている大きな要因であることを付言
したい。
（
Ｔ・Ｆ）
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