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【臨床現場の声を聞いて、自社の技術で応える】 
透析補助器具の開発に見る、
臨床現場のリクエストに応える企業姿勢

【綿 100 パーセントのメリットは適度な圧迫力】
日本初の伸縮性包帯は、
今もなお圧迫・固定のスタンダードとして活躍

【新人看護師もベテランも扱いやすく、きれいに巻ける】
整形外科の現場における弾力包帯の活用シーン

【意外と知られていない？弾力包帯の巻き方】 
包帯圧迫療法の手技を映像にして配信する取り組み

聖マリアンナ医科大学病院

看護部 副師長　菅並 祐子 看護師
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包帯には創傷保護の他に、「圧迫」による止血や浮腫の治療、骨折などの
部位の「固定」といった役割がある。圧迫や固定を目的とした伸縮性のあ
る包帯を日本で初めて開発し、「弾力包帯」と名付けたのが「田倉繃帯工
業株式会社」である。現在、田倉繃帯工業は他の衛生材料メーカーに向け
てOEMを行なう一方で、自社ブランドである「日本衛材株式会社」を通
じて包帯や固定帯などを医療施設に提供している。プロダクトエピソード
では、日本衛材が提供する製品やサービスを紹介する。

プロダクトエピソードの前半では、創業からの主力製品である弾力包帯に
焦点を当てる。第 1回では弾力包帯の歴史や特長を紹介し、続く第 2回で
は医療従事者に話を聞き、弾力包帯「ホワイトコット」の感想や、実演風
景を紹介する。

日本衛材の活動は包帯の販売に留まらず、医療従事者が求める情報やソ
リューションを提供し、信頼を得ている。そこで後半では、この新たな取
り組みをお伝えする。第3回では、保存療法のひとつである「包帯圧迫療法」
の手技を動画で発信する試みを紹介する。第 4回では、透析関連製品の開
発経緯を紹介することで、オーダーメイドや臨床現場のリクエストに応え
る企業姿勢をお伝えしよう。

11

日本衛材の弾力包帯：左からダイヤコットエース、ホワイトコット、
ナテラコット、カラータイベージュ（提供：日本衛材）



第 1 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　4
【綿 100 パーセントのメリットは適度な圧迫力】

日本初の伸縮性包帯は、今もなお圧迫・固定のスタンダー
ドとして活躍

田倉繃帯工業株式会社 / 日本衛材株式会社
代表取締役社長　田倉 勉 氏

「当社は、糸の加工、製織、編み立て、仕上げ、包装
などを国内の工場で一貫して行なうことができるた
め、品質管理や安定供給がしやすいと考えています」

第 2 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　6
【新人看護師もベテランも扱いやすく、きれいに巻ける】 

整形外科の現場における弾力包帯の活用シーン

聖マリアンナ医科大学病院 
看護部 副師長　菅並 祐子 看護師

「血栓予防のために巻く場合は技術の差が多少出ます
が、それでも弾力包帯は新人からベテランの看護師ま
で巻きやすく、きれいに巻くことができます」

第 3 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　8
【意外と知られていない？弾力包帯の巻き方】 

包帯圧迫療法の手技を映像にして配信する取り組み

田倉繃帯工業株式会社 / 日本衛材株式会社
代表取締役社長　田倉 勉 氏

日本衛材株式会社 
営業部 部長　桑原 俊秀 氏

営業部 課長　小笠原 史倫 氏

「当社は包帯に関する知識や情報を蓄積しているため、
医療従事者から包帯圧迫療法について問い合わせをい
ただくことも増えました」

第 4 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
【臨床現場の声を聞いて、自社の技術で応える】 

透析補助器具の開発に見る、臨床現場のリクエストに応
える企業姿勢

田倉繃帯工業株式会社 / 日本衛材株式会社
代表取締役社長　田倉 勉 氏

日本衛材株式会社 
営業部 部長　桑原 俊秀 氏

「透析補助器具を発売してから 10 年が経ちますが、透
析医学会などの展示会では、今でも先生方から『画期
的な製品だ』という言葉をいただきます」
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ルが難しいとされる。綿 100 パーセントの弾力包帯は患
部を締めつけすぎずに、適度な圧迫力を与えることがで
きるという。また、圧迫や捻挫・骨折部位の「固定」で

使用される伸縮性包帯は洗濯して再利用することが多い

が、ゴム糸を使った伸縮性包帯と同様に充分な再生力を

有する。

現在、同社は 4 種類の弾力包帯を提供している。圧迫力、

通気性、吸湿性、伸縮率といった性能は同じだが、色合

いが異なる。包帯の色合いは、材料である綿糸の色をそ

のまま活かすか、無蛍光漂白やベージュ染めを行なうか

の違いによって決まる。

弾力包帯の歴史は古く、『医療機器基準解説』（薬業時

報 社、1976） に は、 弾 力 包 帯 に つ い て「 国 内 で の 生 産
は、朝鮮戦争に際し米軍から特需として発注され、昭和
25 ～ 26 年頃、八王子市の田倉工業が苦心の結果、製品
化したのが始まりといわれる」と記述されている。

圧迫や固定の処置に適した伸縮性包帯は、 一般的に綿

100 パーセントのものが「弾力包帯」、ゴム糸を使用した

ものが「弾性包帯」と呼ばれる *1。用途は同じだが、両

者の名称を明確に区別せずに使っている医療施設が多い。

同社の弾力包帯は、例えばリンパ浮腫治療や血栓予防の

ための「圧迫」に定評がある。ゴム糸が使われた伸縮性

包帯は、強く締め付けられるために圧迫力のコントロー

日本における伸縮性包帯の始まり

圧迫・固定用の伸縮性包帯には
「綿 100 パーセント」が適する

*1 日衛連 NEWS No. 69（日本衛生材料工業連合会、2010）

田倉氏は「綿 100 パーセントの弾力包帯は綿だけの力で圧迫する
ため、ゴム糸を使った伸縮性包帯のように強く締めつけない」と
語る

弾力包帯とは、主に整形外科領域で使用される伸縮
性のある包帯である。骨折や捻挫部位の固定や、止
血や浮腫治療のための圧迫で使用される。

日本衛材にとって弾力包帯は同社の主力製品であ
り、親会社である田倉繃帯工業の歴史にも関わる重
要な製品である。本稿では、同社の弾力包帯につい
て、その特長や開発経緯を紹介する。

田倉繃帯工業株式会社
日本衛材株式会社
代表取締役社長

田倉 勉 氏

日本衛材株式会社は弾力包帯「ダイヤコットエース」などの各種包帯、腰部や胸部の固定帯、医療用ストッ
キング、透析補助器具などの衛生材料を提供している。弾力包帯の特長や開発経緯について、代表取締役社長
の田倉勉氏に話を聞いた。

【綿 100 パーセントのメリットは適度な圧迫力】
日本初の伸縮性包帯は、
今もなお圧迫・固定のスタンダードとして活躍
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今や、日本衛材が提供する製品は多岐に渡る。中でも包

帯は創業当時から続く主力製品であり、「品質を高いレ
ベルで維持し、安定して供給する」ことを重視してきた。

そのために、製造設備や管理方法は時代に応じて変化し

てきた。設備投資や経営効率改善の成果は、経済産業省

が主催した「中小企業 IT 経営力大賞 2014 優秀賞」の受

賞にも見受けられる*2。

同社の独自性は「自社の工場における一貫生産が可能な
こと」にある。日本で流通する包帯は輸入品も国産品も

あるが、国内生産であっても複数の企業による分業体制

で生産されることが多い。ステークホルダーが増えるこ

とで、例えば品質維持や安定供給の面でのリスクは増え

る。しかし、国内の一社による生産であれば管理がしや

すくなり、リスクを軽減できる。

「包帯は糸の加工、製織、編み立て、仕上げ、包装など
の工程に分かれており、複数の企業による分業体制で製
造されるのが一般的です。当社は、これらの過程を国内
の工場で一貫して行なうことができるため、品質管理や
安定供給がしやすいと考えています（田倉氏）」

1952 年、米軍調達庁が伸縮性包帯の開発を複数の衛生材

料メーカーに依頼した。田倉勉氏の祖父である田倉仁三

郎氏は、有限会社倉之森工業（田倉繃帯工業の前身）で

ガーゼを製造しており、伸縮性包帯の開発にも挑戦した。

当時の日本に伸縮性包帯の製造技術はなく、開発はゼロ

からのスタートだった。

「田倉仁三郎は、ステテコの生地に使われていた綿糸を
参考にしました。強く撚った綿糸は力を加えれば伸びて、
緩めれば縮もうとします。この特徴を活かして綿 100 パー
セントの伸縮性包帯を開発し、『弾力包帯』と命名しま
した（田倉氏）」

完成した弾力包帯は米軍に納められ、1960 年には陸上自

衛隊にも採用された。自衛隊への納入にあたって、田倉

仁三郎氏は弾力包帯の仕様書も作成しており、この時に

まとめられた規格が今日まで続く弾力包帯の製造技術の

基盤となっている。

「今日では、伸縮性包帯は患部の固定や圧迫に不可欠な
ものとされています。ゴム糸を使用したタイプの伸縮性
包帯も使用されますが、締めつけの少ない綿 100 パーセ
ントの弾力包帯が求められるケースが多いことから、当
社の弾力包帯が一種のスタンダードを築いたのではない
でしょうか（田倉氏）」

1962 年、田倉勉氏の父である田倉仁氏が倉之森工業を

改組して、 田倉繃帯工業を設立した。 田倉仁氏は OEM

元のメーカーとして販路を開拓し、多くの衛生材料メー

カーに包帯を供給して、 今日の田倉繃帯工業の基礎を

築いた。その後、1983 年に株式会社パアムを設立して、

OEM だけでなく自社ブランドでも弾力包帯を販売し始め

る（1986 年にパアムから日本衛材に改称）。

品質維持と安定供給を支える
「国内の自社工場による一貫生産」

1960 年代前半の工場（提供：日本衛材）

【綿 100 パーセントのメリットは適度な圧迫力】
日本初の伸縮性包帯は、
今もなお圧迫・固定のスタンダードとして活躍

*2 市販ソフトと VPN により低コストで業務体制を確立、競争激化する市場で優位性を確保（経済産業省 中小企業 IT 経営力ポータル）
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巻きやすいと思います。血栓予防のために巻く場合は技
術の差が多少出ますが、それでも弾力包帯は新人からベ
テランの看護師まで巻きやすく、きれいに巻くことがで
きます（菅並看護師）」

また、弾力包帯は患者やその家族が巻き直すことも多い

ため、製品そのものが巻きやすいという点は重要だ。

「患者さんが自宅で巻き直すときにも、伸びが良いので巻
きやすいです。市販されている通常の包帯を巻くような
イメージで、弾力包帯を巻けるような指導はしています。
巻き方を指導すると、患者さんやご家族からは『これな
ら自分で巻ける』という反応があります（菅並看護師）」

弾力包帯による下肢の処置を菅並看護師に実践しても

らった。ベッドから起き上がれない患者にはベッド上で

巻くが、患者には椅子やソファなどに座ってもらうこと

が多いという。看護師は片膝をつき、もう一方の膝に患

者の足を乗せて、足先から弾力包帯を巻いていく。

同院では、2011 年 4 月に系列の川崎市立多摩病院でホワ

イトコットを導入し、順次、大学病院および他の系列病

院（東横病院・横浜市西部病院）でも導入した。同院の

整形外科では、血栓予防、患部固定、牽引といった目的

でホワイトコットを使用する。

「整形外科病棟では、弾力包帯を血栓予防、固定、牽引
のために巻きますが、患者さんの脚や肌にフィットして

ホワイトコットは新人看護師もベテ
ラン看護師も巻きやすい

足首から巻き、
下腿部は適度にきつく巻く

第 1 回では、日本衛材の主力製品である弾力包帯を
紹介した。では、臨床現場では弾力包帯はどのよう
に評価されているのだろうか。

そこで、同社の弾力包帯を導入している聖マリアン
ナ医科大学病院を訪れ、整形外科病棟に勤務する菅
並看護師に話を聞くとともに、弾力包帯を巻くとこ
ろを実演してもらった。

聖マリアンナ医科大学病院
看護部
副師長

菅並 祐子 看護師

聖マリアンナ医科大学病院および系列病院では、約 5 年前から日本衛材株式会社の「ホワイトコット」を導
入している。整形外科での弾力包帯の活用について、同院看護部の菅並祐子看護師に話を聞いた。

【新人看護師もベテランも扱いやすく、きれいに巻ける】 
整形外科の現場における弾力包帯の活用シーン

川崎市北部における地域中核病院の役割を担う大学病院
（提供：聖マリアンナ医科大学病院）
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足背部から下腿部は、弾力包帯の伸縮性を活かし、きつ

さを微調整しながら巻いていく。

緩さの調整には、やはり経験が要る。同院の整形外科病

棟では、新人看護師が配属されると、医師が中心となっ

て包帯法の巻き方をレクチャーする。その後は現場での

実践を通して、経験を積んでいく。整形外科病棟では弾

力包帯による処置は欠かせないため、すべての看護師が

習得する。

聖マリアンナ医科大学の調達部に製品の導入経緯を聞く

ことができた。担当者によると、従来使っていた弾力包

帯から新たな製品に切り替えるきっかけとなったのは、

同院におけるコスト削減計画だ。そのための調査で、従

来製品よりもリーズナブルに仕入れられる日本衛材製品

の情報を得た。

問題は品質である。当然ながら「品質は落とさない」こ

とが前提条件だったが、同社の弾力包帯を系列病院で試

用したところ、いずれの病院でも「以前の製品よりも品

質が良い」という意見で一致した。ホワイトコットは、

現場の医師や看護師の支持を得て採用され、約 5 年にわ

たり使用されている。

下腿部には、弾力包帯の伸縮性を活かして適度なきつさで巻く

「緩すぎず、きつすぎない」という適度な圧迫力を与えるためには
経験が要る

菅並看護師は「弾力包帯は伸びが良いため、巻きやすい」と語る

病院のニーズ「品質を落とすことなく、
リーズナブルな製品を」に応えた

足背部から下腿部にかけてはきつく巻く
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肢の変形および皮膚変化が著しい場合などで弾性着衣を

着用できない場合に適応」「弾性包帯はうっ滞した体液

のリンパ系への流入を促すとともに、リンパ還流が促進

される」「弾性包帯法では必要以上の圧は加わらないの

で、リンパ浮腫の減少した状態を維持し、夜間などの使

用も可能」と書かれている*1。

同社が提供する映像は「基礎知識」編と「基本実技」編

に分かれ、各編は数回に分かれている。基礎知識では、

包帯圧迫療法に関する重要な情報をまとめている。基本

実技では下腿・大腿・足趾などに包帯を巻く手技を実演

しており、いずれも 1 分半ほどの時間に収められている。

手元にズームすることで手技が見やすくなっており、タ

ブレットやスマートフォンで手軽に確認しながら練習で

きる。

映像を監修しているのが、東名厚木病院の牛山浅美専任

看護師である。 同院とは製品導入などのつながりはな

かったが、協力を依頼すると快諾してもらった。

牛山看護師はリンパ浮腫および血管の疾患に関する情報

を積極的に発信しており、「東名厚木病院 むくみケア・

包帯圧迫療法は、リンパ浮腫や下肢静脈性潰瘍に対する

保存療法の一種である。例えばリンパ浮腫への包帯圧迫

療法に関して、『看護師・理学療法士のためのリンパ浮

腫の手技とケア』（学研メディカル秀潤社、2014）には「患

*1 第 1 回でお伝えしたように、弾力包帯と弾性包帯を区別せずに使用している医療施設が多い。包帯圧迫療法においても、弾力包帯と弾性包帯は両方とも使用される。

映像の監修を東名厚木病院の
牛山浅美専任看護師に依頼

包帯圧迫療法の知識と手技を
映像で解説

第 2 回では、整形外科領域における弾力包帯の活用
について、臨床現場の声をお届けした。弾力包帯は
他の領域でも活用されており、そのひとつが血管外
科での包帯圧迫療法だ。

同社は「ホータイ法啓発プロジェクト」と銘打ち、
包帯圧迫療法の解説映像をウェブサイトで公開して
いる。本稿では、映像の内容や制作経緯を紹介する。

「ダイヤコットエース」などの弾力包帯を提供する日本衛材株式会社は、専門家の協力を得て、弾力包帯を使
用した「包帯圧迫療法」の映像を作成し、無償で提供している。映像制作の経緯や意図について、同社の営
業部に話を聞いた。

【意外と知られていない？弾力包帯の巻き方】 
包帯圧迫療法の手技を映像にして配信する取り組み

田倉繃帯工業株式会社
日本衛材株式会社

代表取締役社長　田倉 勉 氏（中央）

日本衛材株式会社

営業部 部長　桑原 俊秀 氏（左）

営業部 課長　小笠原 史倫 氏（右）

包帯圧迫療法の実技（下腿の包帯圧迫法 I・II）
（QR コードを読み取ると YouTube にアクセスします）
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「日本静脈学会が監修する『弾性ストッキング・コンダク
ター』の講習会が各地で開催されていて、弾力包帯を使っ
た圧迫療法の講習が行なわれています。一方、大学や専
門学校などの教育機関では、包帯の巻き方や使い方に関
する授業の時間は減少していると聞きました（小笠原氏）」

時を同じくして、リンパ浮腫の治療に対する医療従事者の

関心も高まっていた。2008 年度から「リンパ浮腫指導管

理料」が新設され、弾力包帯などの医療材料が療養費支

給の対象になっていたが、その後も断続的に関連項目の

内容が改定されており、医療従事者の関心を集めていた。

「リンパ浮腫の治療に関する診療報酬が改定されると、
弾力包帯による処置にも力を入れる医療施設が増えまし
た。当社は包帯に関する知識や情報を蓄積しているため、
医療従事者から包帯圧迫療法について問い合わせをいた
だくことも増えました（桑原氏）」

こうした背景のもと、同社は包帯メーカーとして培った

知識や経験を活かし、医療従事者に向けて包帯圧迫療法

の情報を提供しようと考えた。牛山看護師の協力を得て

制作した映像は、同社のウェブサイトで公開されている。

また、教育機関や医療施設での講習のために、DVD の貸

し出しや PC で再生するための動画ファイルの提供も行

なっている*2。

フットケア室」というサイトで包帯圧迫療法を含む治療

法を解説したり、「神奈川・東名厚木病院 リンパ浮腫の会」

で患者向けの勉強会を開催したりしている。臨床現場に

おけるこの分野の第一人者と言ってもいいだろう。

プロジェクトを立ち上げるきっかけとなった出来事のひ

とつに、田倉氏自身の経験がある。田倉氏が肉離れを起

こして病院に運ばれたとき、看護師が弾力包帯を巻いた。

しかしそれはほとんど効果のない巻き方であり、そのと

き田倉氏は危機感を覚えたという。

「弾力包帯は、適切に巻けば適度な圧迫力によって治療
に貢献できます。しかし、弾力包帯の役割が認知されず
に、ただ何となく使われているようでは、そのうち『意
味のないもの』『必要ないもの』とされてしまうのでは
ないか、と思い、適切な使用方法を啓発しようと考えま
した（田倉氏）」

そこで同社は改めて包帯を取り巻く状況を分析した。す

ると、包帯に関する教育の時間が少なくなっているとい

う実情が見えてきた。特に包帯圧迫療法の知識を得たり

手技を見学したりする機会は限られている。

弾力包帯を取り巻く状況の変化を捉え
たホータイ法啓発プロジェクト

小笠原氏は「この映像では、包帯圧迫療法の知識と手技の基礎を網
羅している」と語る

*2 DVD の貸し出し・動画ファイルの提供について、詳細は日本衛材（info@eizai.co.jp）にお問い合わせください。

桑原氏は「OEM 先の衛生材料メーカーを通じて、医療従事者から
包帯圧迫療法に関する問い合わせをいただくこともあった」と語る
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るベルトであり、皮膚が弱く、粘着テープの使用が難し
い患者の回路固定に適している。

きっかけは A 病院から、腹膜透析のチューブを固定する
パッドの開発を依頼されたことだ。それまでは A 病院の
スタッフがフェルトを切って自作していたが、その労力
を軽減したいと考え、医療用具の卸会社を通じて同社に
声がかかった。このパッドは後に「NE パッチ」として製
品化される。

パッドの完成後、今度は A 病院のスタッフから B 病院を
紹介され、「相談に乗ってあげてほしい」と依頼された。
B 病院では、透析後に使用していた止血クランプが生産
中止になったため、A 病院の関係者から先述のパッドの
話を聞くと、同社にクランプの開発を依頼した。こうし
て生まれたのが NE クランプである。

「元のクランプは骨に当たるため患者さんが痛がってい
たという話を聞き、樹脂のベルトで装着しても痛くない
ものにしました。また、シンプルな機構にすることで、
取扱説明書などを参照しなくても感覚的に使える、使い
勝手のいいクランプを実現しました（田倉氏）」

NE クランプの開発を契機に、さまざまな器具の開発を

田倉氏が現職に就任した 2006 年頃、透析補助器具が同
社の製品ラインナップに加わった。「NE クランプ」は透
析後に抜針部位を押さえて止血を補助する器具、「NE ホ
ルダー」は透析・点滴中の抜管を防止する器具である。

「デュプレベルト」は透析、点滴中などの回路を固定す

医療従事者の要望から始まった
透析補助器具の開発

臨床現場の問題を解決し、
現場ならではのアイデアを具現化

日本衛材の企業姿勢は「臨床現場の声を聞いて、自
社の技術で応える」というワードで表現できる。臨
床現場の声を聞くのは医療機器メーカーとして当然
かもしれないが、具体的なソリューションに結びつ
けるのは簡単ではない。また、開発・製造を外注し
たり、仕入れたりする企業では、医療従事者の細か
いニーズに対応するのは困難であり、大量生産が見
込めない製品は扱いづらい。

対して、同社はどうなのだろうか。本稿では、透析
関連製品の開発経緯を紹介することで、医療従事者
から信頼される同社の企業姿勢を明らかにしよう。

日本衛材株式会社は「ダイヤコットエース」などの弾力包帯に加え、透析補助器具「NE クランプ」など、臨
床現場のニーズを満たす製品を提供している。どのようにして医療従事者の声に応え、信頼を得ているのか、
その背景をお伝えしよう。

【臨床現場の声を聞いて、自社の技術で応える】 
透析補助器具の開発に見る、
臨床現場のリクエストに応える企業姿勢

田倉繃帯工業株式会社
日本衛材株式会社
代表取締役社長

田倉 勉 氏

日本衛材株式会社
営業部 部長

桑原 俊秀 氏

医療従事者のオーダーに応じて開発した NE クランプ
（提供：日本衛材）
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大いに関心を寄せているためだ。

「透析補助器具を発売してから 10 年が経ちますが、透析
医学会などの展示会では、今でも先生方から『画期的な
製品だ』という言葉をいただきます。また、若い看護師
の方々が興味を示し、手に取っていただくことも多々あ
ります（桑原氏）」

同社の「臨床現場の声を聞く」には、ニーズの把握に加
え、「レスポンスの早さ」が含まれる。医療従事者から
要望された場合、開発が可能かどうか、その判断を素早
く行なう。可能であると判断すれば試作品を早く制作し、
さらに先方の意見を聞いてブラッシュアップしていく。
また、自社で企画・開発・製造が一貫してできるため早
いレスポンスが可能であり、少量生産にも対応しやすい。
ここに「自社の技術で応える」という同社の強みがある。

「対応の可否のジャッジは早く行ない、可能な場合は試
作品を早急に制作してお届けします。最初のレスポンス
を早くして、その後の意見交換を多くした方が、お客様
が求めるものに近づけると考えています（田倉氏）」

臨床現場と一口に行っても、施設によって事情は異なる。
それぞれの施設が抱えている問題も、視点を変えれば解
決の糸口が見つかるかもしれない。「こういうものが作
れないか」という要望があれば、まずは同社に相談して
みるのはいかがだろうか*1。

依頼されるようになった。そのひとつが、透析中の腕を
保持する NE ホルダーである。病院のスタッフが自作し
た器具を見た田倉氏は、自社でも開発できると考えた。

「その病院では、ペットボトルを半分に切って腕にはめ
て、空になった輸液バッグをカバーにして管を通してい
ました。当社には整形外科で使うコルセットなどの材料
があるため、それらを組み合わせれば自社開発できると
考えました（田倉氏）」

透析患者の高齢化が進む中、途中で寝て腕を曲げること
で針が抜けたり、認知症の透析患者が針を抜いたりする
ケースが問題となっている。そうした事態を防ぐために
は、透明なカバー（別売）を被せて回路を保護する。透
明でモニタリングが可能なため、出血時など、いざとい
う時には、すぐにカバーを外すことができる。

デュプレベルトは、ある臨床工学士のアイデアを実現し
たものだ。一般的には透析や点滴の回路が身体から離れ
ないように、皮膚に粘着テープなどで固定するが、患者
の皮膚にも負担を与える。その臨床工学士は、患者に負
担の少ない回路固定器具が必要と考え、同社に提案した。
同社はアイデアの本質を捉えつつ、多くの医療施設が導
入しやすい価格に設定するために素材や機構を工夫して
製品化した。

透析補助器具のように大量生産が見込めず、単価も比較
的低い製品について、多くの企業は二の足を踏む。それ
でも同社が提供を続けるのは、関連領域の医療従事者は

*1 衛生材料のオーダーメイドについて、詳細は日本衛材（info@eizai.co.jp）にお問い合わせください。

臨床現場の声を聞いて、
自社の技術で応える

【臨床現場の声を聞いて、自社の技術で応える】 
透析補助器具の開発に見る、
臨床現場のリクエストに応える企業姿勢

NE ホルダーと抜管防止カバー（提供：日本衛材） 肌に負担をかけることなく回路を腕に固定するデュプレベルト
（提供：日本衛材）
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