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自動化機能を有する透析装置DCS-１００NXの評価

発 表 者 大野 豊樹 （岐阜県：国民健康保険坂下病院）

共同研究者 青山忠弘、奥村亜由美、小原正三、酒井雄三、高山哲夫
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当院では平成２４年１０月に透析装置一式を更新

しました。
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当院が導入した透析装置一式です。日機装社

製 DCS－１００NXを２５台。他の装置は以下のよう

になります。

今回、多人数用透析装置 DCS－１００NXを使用

し、評価したので報告します。
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DCS－１００NX（以下１００NX）はハイブリッド

D−FASという機能を内蔵しています。

この機能はプライミング・返血・補液に使用

する液を生理食塩液か、清浄化された透析液の

どちらか選択できます。当院では透析液を使用

しています。

各工程を開始スイッチのワンタッチで、自動

で行う事により、業務負荷の軽減や、誤操作防

止となります。自動化機能は全ダイアライザー

に対応しています。
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評価方法です。比較した機種は、以前に使用

していた TR２０００M。対象スタッフは８名で、TR

２０００Mの使用経験の十分あるスタッフのみを対

象としました。
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比較・評価方法は、各工程の操作・拘束時間

を測定。アンケートの実施。透析液の清浄化確

認の為の水質検査結果と医療材料の使用量か

ら、ランニングコストの評価も行いました。
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プライミング時間の比較結果です。１台のプ

ライミングが終了するまでに装置の前で作業し

た時間の合計です。平均で赤 TR２０００Mは４分

５８秒、青１００NXでは３分３０秒でした。平均１分

２８秒速くなりました。
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透析回路を穿刺針に接続後、脱血し透析運転

開始までの時間の比較結果です。TR２０００Mが平

均１分２１秒・１００NXが平均１分１５秒。平均で６

秒速くなりました。
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透析終了後、回路内血液を返血し、回路を破

棄するまでの時間です。TR２０００Mが平均９分５５

秒・１００NXが平均９分４８秒。平均で７秒速くな

りました。

開始も回収も、差はあまりありませんが、１００

NXでは、装置操作を必要としないため、自動

動作中に患者観察や、他の装置の警報など緊急

時の対処が可能となりました。

基本、当院では安全の為、脱血・返血中には

かならずスタッフが装置についているようにし

ています。
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アンケートの結果です。スライドの通り、大

変良い・良いが大半で、スタッフの評価は高かっ

たです。
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評価の高かった視認性の１例です。画面内の

スイッチは使い易いように配置変えできます。

スタッフが離れると、設定時間後に、自動で巡

回画面に移行します。数値がより大きく表示さ

れ、遠くからでも見やすくなります。スタッフ

が１００NXに近づくと自動で通常運転画面に戻り

ます。
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評価が高かった安全性の１例です。透析運転

中に警報が発生すると、ブザーが鳴り停止しま

す。画面に警報が発生した理由がメッセージで

表示され、詳細をタッチすれば、警報の詳細と

対処方が表示されます。

これにより、なぜ警報が発生したか容易に把

握でき、初めて経験する警報にも正しい手順で

対処できるようになりました。
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水質検査の結果です。毎月１００NX２台以上の

エンドトキシン濃度と細菌数を測定しました。

なお、当院の検査は外注で行っています。

結果は、期間内に測定した全２２台が、エンド

トキシン濃度０．００１未満、細菌検査も全て陰性

で、管理基準を満たしていました。
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医療材料の比較です。昨年度実績から、予想

して今年度透析回数を約７，０００回とし、生食は

１，０００ml・５００ml共に約７，０００本からゼロ本に。

透析液原液の使用量は、１，７６０L、約６．５％増加

しました。使用量は増えていますが、透析装置

更新に伴い A剤溶解装置 AHI－５０２を導入し、

リキッドタイプからパウダータイプに変更しま

した。

この変更により、薬価は２割ほど下がり、透

析液の使用量が増えてもランニングコストは下

がりました。

透析液の清浄化のために、１００NXには CFフ

ィルターが２本設置してあります。メーカー推

奨の７５０時間使用時に２本とも交換するため、年
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活動的な地域医療連携室は病院を変革する

発 表 者 板垣 達則 （山口県：光市立大和総合病院 地域医療連携室）

共同研究者 吉村 敦子、国本 市郎、兼俊 学

間約７６本必要となります。

TR２０００Mでは CFフィルターは無く、透析供

給装置出口部に大型フィルターを設置していま

した。

これら全てを考慮すると TR２０００Mに比べ

て、年間で合計約２５０万ほどランニングコストが

下がりました。
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結果のまとめと考察です。

自動化機能により、業務効率が向上し、早出

業務の人数を削減できました。

操作回数の軽減やガイド機能により、新人ス

タッフの操作手技取得も早くなりました。

清浄化された透析液を使用する事により、ラ

ンニングコストを削減できました。

清浄化を保つため、毎月の水質検査や CFフ

ィルター交換でメンテナンスコストが増加しま

した。

今後、１００NXの機能をより熟知する事によ

り、患者数が増加しても現状のスタッフ数で対

処できるようになり、結果、看護師不足の軽減

にも繋がるのではないかと考えます。
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結語です。DCS１００NXは安全で効率よく透析

業務を行う事の出来る透析装置です。

自動化機能や清浄化された透析液を使用する

事により、時間外勤務や医療材料の削減ができ、

ランニングコストも優れていました。

御静聴ありがとうございました。

政策として、病院や病床の機能分化がすすめ

られている。当院では、機能分化と連携に成功

し一定の成果を出している。
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