
腹膜透析を行い在宅での看取りが可能であった
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安中正和　宮崎正信　河津多代　白髭　豊　出口雅浩

下屋敷元子　錦戸雅春　井上健一郎　藤井　卓

長崎市内の診療所の医師により結成された長崎在宅Dr.ネットを利用し.主治
医,副主治医,および専門性を考慮した腎臓内科専門医と訪問看割市らの連携に
より,肝臓癌末期状態の在宅患者に腹膜透析を導入し,患者のQOLを高めるこ

とができた｡最期の段階でも,豪族･患者は自宅療養を決意し.在宅での看取り

を行えた｡医療従事者らの連携により.患者やその家族をうまく支援できれば,

短期間としても腹膜透析は有用である｡

は　じ　め　に

今回われわれは,肝臓癌末期状態の患者に超短期

の腹膜透析(PD)を導入して有用であったので,こ

こで報告する｡

症　　　　　例

患　者:53嵐　男性｡

主　訴:右側腹部痛｡

厩往歴:糖尿病腎症による慢性腎不全｡高血圧.

B型慢性肝炎｡大学病院入院中に橋ラクナ梗塞で構

音障害,右不全麻痔が残存｡

現病歴:

右側腹部痛を主訴に大学病院を受診D肝右葉に直

径約12cmの肝細胞癌をみとめ,骨シンチグラフィ

にて第6肋骨･第1腰椎に転移をみとめた(ステー

ジIVB)o　また,腎不全は末期状態で透析導入直前

の状態であったことより,手術および化学療法の適

応はなかったo治療の適応はないとのことで,患者

は,自宅での療養を強く希望した｡在宅移行のため,

大学の地域医療連携室から長崎在宅Dr.ネット(義

1) 13)へ患者の紹介があった｡在宅療養移行に向け,

表1長崎在宅Dr.ネット(文献1, 2より引用)

･在宅訪問診療や往診を複数の医師が連携して行う

ことで24時間対応を実現し.患者が安心して在宅
療養を行えるようにすることを目的とした医師の
集まりである｡

･平成15 (2003)年3月に結成され.広く長崎市内

の診療所の医師が参加している｡

･実際には,患者の居住地域に合わせて.主治医を

決め.さらに副主治医がJてックアップとして控え,
訪問診療の分担や万が-の際の緊急対応を行うシ
ステムを作っている｡

長崎在宅Dr,ネットのシステムにのっとり,主治医,

副主治医を決定｡本症例では末期の慢性腎不全の合

併があることから,腎臓内科専門医にも協力医とし

て参加してもらった｡

退院時カンフアランスには,在宅側スタッフから,

主治医,副主治医,腎臓内科専門医,訪問看護ステー

ション看護師,ケアマネージャーが出席｡病院側か

ら,内科主治医,病棟看護師のはか,緩和ケアチー

ムのメンバー,地域医療連換室スタッフが参加したo

司会進行は地域医療連携室の看護師長が行った｡最

初に症例のプレゼンテーションを病院主治医が行

い,それに対して在宅側スタッフが質問するという
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かたちであった｡医療従事者のみのカンフアランス

ののち,患者本人と家族を交えてカンフアランスを

続行した｡家族は明らかに,本人がただ｢帰りたい｣

と言っているだけで,全面的にサポートするのは難

しいという考えであった｡妻は1日中仕事があり,

娘たちも学生であり,家を空けることが多いという

家庭環境で,同居している実母が高齢で,なかなか

療養の手伝いを依頼するのは難しいなどが理由で

あった｡患者は,家族には迷惑をかけないから家に

帰してほしいと訴えた｡現状で,肝臓癌の予後は数カ

月であること,腎不全はいつ透析が必要になっても

おかしくないということ,急変もありうることを納

得してもらい,本人の希望を家族と医療従事者がと

もに支えることを確認し,自宅退院となった｡

血液検査所見:

入院当初: WBC 10400/LIL, RBC 375万/FLL, Hb

ll.Og/dL, Ht33.8%, Pュt 47.0万/Lil, TP 6･8g/dL,

Arb 33 g/dL, BUN 34 mg/d1,, Cr 3.37 mg/dL, Na 138

mEq/L, K 4.6mEq/L, AST 34rU/し, ALT 22Ⅳ/㌔

LDH 413lU/L, ALP 568IU/L y -GTP 60rtl/L,

PIVKA 3060 mAU/mL.

退院時: BUN 45mg/dL, Cr 4.8mg/dL｡

経　過:

退院当初は体調も良く,散歩などの外出が可能で

あった｡退院後の希望であった,地域のm活動の

責献者のひとりとしての表彰式に出席した｡もう1

つの希望であった1泊での家族旅行も実現できた.

その後,経皮的動脈血酸素飽和度がときに90%に低

下するようになり,徐々に下肢の浮腫が増強し,腎

機能も悪化していった｡尿量減少をみとめ,尿量の

モニタリングのため尿道カテーテルを挿入した｡尿

量は点滴(退院1通関後の2月28日より開始),ラ

シックス◎,アルブミン投与で700～800mL/日程度

に確保できた.腎性貧血に対してはエ7)スロボエナ

ン6000単位を過1回投与｡インスリンは自己注射

にて,空腹時血糖で200-300mg/dL台で推移した｡

がん健棒痛は.腰痛,肋骨の痛みのみでオキシコ

ンナン◎5mgを1日2回,レスキューとしてオキ

ノーム◎散2.5mgを1日2回程度服用することで,

コントロール可能であった｡

訪問着割市は当初は,過2回ペースで患者の療養

を見守った.保険開局の薬剤師にも訪問してもらい,

薬剤の管理,服用状況の把握を行った｡

しかし, 3月中旬ころより呼吸困難がさらに強く
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なり,在宅敢素療法を開始｡腎機能は, BUN92mg/

dL, Cr6.2mg/dLまで悪化した｡肝臓癌による肝機

能障害も徐々に悪化していった(AST 65IU/L, ALT

41 IU/L, ALP 1570rU/E, γ-GTP 222IU/L PIⅥ仏

22600mAU/mL)が,腎不全の進行が早く,高カリ

ウム血症も出札呼吸困難も悪化していった｡この

ままでは,肺うっ血による呼吸不全,尿毒症が進行

し,生命に危険があることを家風　患者本人に説明

し,腎不全に対して,在宅による治療が可能な腹膜

透析を選択することとなった｡肝臓癌もあるため,

腹膜透析用のカテーテル挿入にもリスクはあること

を納得してもらい, 3月25日に一般病棟に入院と

なった.

翌日に腹膜透析カテーテル挿入術を施行した｡

翌々日未明に急変, 5分間心肺停止となった｡肺水

腫による急性呼吸不全を起こしたD蘇生術にて救命

し,意識レベルも正常であったので,緊急血液透析

を行った｡

約1週間で全身状態は回復したo患者本人は,重

度の急性呼吸不全により,死の恐怖を肌で実感した｡

全身状態も落ち着き,退院というところで,家族,

病院,地域医療連携室のみの話し合いでは,家に帰

ることはできない,ホスピスを紹介してほしい,と

いうことであった｡

妻は, r仕事があるので,今の状態で家におくの

は心配｣｡娘たちは, ｢見ているのがつらい｣, ｢帰っ

たらたいへんになる｣ということが主な理由であっ

た｡患者本人は,死の恐怖を実感したことが自宅に

帰りたい気持ちにさらに拍車をかけた｡

そこで,在宅スタッフも交えて,再度カン7アラ

ンスを行った｡家族の思いに沿いながらも,入院,

在宅のメリット･デメリットを説明し,家族で過ご

す時間を大切にしてほしい点を強調した｡さらに,

余命は長くないこと,現状では歩ける状態ではない

こと,患者本人もこれまで家族に対してワンマンで

わがままが多かったが,自宅に帰った後は,家妖の

言うことをきちんと聞くと約束していること,在宅

医療スタッフ側も最大限に医療,看護でバックアッ

プしていくこと, 24時間対応で見守っていくことな

どを約束した結果,家族も家に帰ることを決意した｡

4月中旬に自宅退院｡糖尿嵐　肝臓癌の管理は主

治医が,腹膜透析の管理は訪問着講師と腎臓内科専

門医が行った｡腹膜透析は,家族や,腹膜透析に経

験の少ない訪問看護師の負担を軽くするために,
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APD (automated peritoneal dialysis :自動腹膜透析)

を選択,交換の回数を2回とすることができた｡訪

問看護師が午前中のAPDのセッティングと開始を

行い,妻がAPDからの切り離しと夜間の透析液貯

留開始の役都を受け持った｡これらの腹膜透析の操

作に関する教育は,腎臓内科専門医が行った｡必要

に応t:てそばで見守ることで,訪問看護師と妻は安

心し,円滑に透析を行うことができた｡

主治医は,エリスロポエチン投与,採血,柊痛管

痩(経口のオピオイドを増量したり,貼付剤に変更

したり,レスキューの量の調整など),血糖コント

ロ-ル,輸液管理(腎不全を気にすることなくステ

ロイド,インスリンを混注した中心静脈栄養を実施)

を行い,時々刻々と変化する病状把握のため,ほぼ

毎日訪問診療を行った.腎臓内科専門医は,過1回

ないし2回の往診により,透析メニューの調整など

透析に関することを担当した｡主治医,腎臓専門医

で,電子メール, FAX,電話で密に連携をとり,忠

者の病状を共有した｡

4月下旬から明らかに腹膜透析液の排液が血性に

なっていった｡徐々に呼吸困難も進行し, 5月に入

り肺炎を合併し,初旬に死亡｡

妻は, ｢好きなことやわがままができた｣, ｢看護

師さんの説明で死が近付いているとわかった｣, ｢先

生や看護師さんが毎日来てくれ　家で看取れてよ

かった｣｡娘は｢父なりの生活ができてよかった｣

などの言葉が聞かれた｡

グリーフケアに伺った時も,笑顔で療養のことを

思い出しながら話すことができた｡

考　　　　　察

今回は腹膜透析(pD)期間が, 1カ月あまりと超

短期のPDであったが.それを行うことで患者と家

族のq岨1ityofliEe (QOL)を高めることができた｡

今回の症例に関して,大きく3つのポイントがあ

げられる｡

1つは,透析導入の適否である｡がんの予後と腎

不全の予後がほぼ3カ月と一致しており,透析導入

をしなかったら,尿毒症死に至ることが予想された｡

残された時間を有意義に過ごしたいという本人の意

向もふまえ,透析を導入する方向となった｡なお,

自宅で好きなことをしたいということで, PDが選

択された｡結果として,尿毒症状態と溢水状態の回

避が可能となり,患者は食事摂取量が入院時より増

え,家族との時間をもつことが可能となった｡

透析導入の最大のメリットは,がん政和ケアにお

いて,腎機能を気にせずに管理ができたことであっ

たo　これにより,十分な柊痛対策を含む鍍和ケアが

実施可能となり, QOLの維持された,たいへん穏や

かな｢がん終末期｣が実現できた.一般的に, rが

ん終末期｣の患者に透析を導入することの可否につ

いては議論のあるところである.

現実的に,がん末期状態の患者に対するカテーテ

ル挿入に関しては,受け入れていただいた病院内の

医師のあいだでは,最初根強い反対があった.実際

にカテーテル挿入術を行う泌尿器科医,院内の医師

に,前述のように,短い期間になるかもしれないが

有意義な生活を送らせたいという在宅医側の思いを

伝えた｡最終的に院長からも承諾を得て,カテーテ

ル挿入術を行った｡病院で,カテーテル挿入　その

後の透析を安定した状態にしてもらったことで,自

宅凍養が可能になった｡

個々の症例により慎重に検討し,その適否を熟慮

することが大切であると実感した3･4)｡

2つめは,自宅でのPDを可能とする具体的な導

入プロセスである｡主治医のほか,多くの医療関係

者が関わることとなるため,まず大学病院退院時よ

り,透析の必要性, pDの紹介を患者および家族に

行った｡そうすることで, PDに不慣れな主治医,

副主治医,訪問者講師も病状変化の予測と,腎不全

進行時の対応の心構えができた｡腎不全進展に伴い,

再度患者および家族に説明を行い,一般病院にてカ

テーテル挿入術を施行,在宅療養に移行となる前に

ち,関係者が集まり,話し合いをもった｡

その結果,家族はPDに対する受け入れも良好と

なり,血液透析と異なり,家族の付きっきりの介護

は不要で,家族の負担が軽減できることも理解して

もらえたo

訪問看護師ステーションがPD施行に対して柔軟

でかつ前向きであったことも,在宅pD実施に大き

な役割を果たした5)a

腎臓内科専門医は, PDに関して主治医にはいっ

さい負担をかけないと断言した｡主治医は,その言

葉どおり, pDに関してはまったく関知しない状態

でがんの綬和ケアのみに集中できて,負担の軽減に

つながった｡これは,医師どうしの連携を行う長崎

在宅Dzlネットのシステムを有効に利用することが

できた好事例であっが)｡
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3つめは,療養場所の選択や家族,患者のケアに

関することである.病院側と家族のみの退院調整会

議だけでは.ホスピス転院ということで終わってい

た｡そこに在宅側スタッフが,病院側がわからない

在宅側の視点を交えて説明することで,家族が患者
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を家で療養させるlという決意を導くことができた｡

また,患者本人の意息を尊重したこと,支える側の　文献

われわれが誠実なバックアップを示したこと,家族

の生活スタイルにあった治療法ができたこと,看護

師が家族に寄り添うことで,点者･家族のセルフケ

ア能力を高めることができたoそして,家族は,最期

の段階でも迷いなく看取りを行えたと思われた.さ

らに,ヘルパー,薬剤師,訪問着講師,医師との連

携が強固であったと,われわれ自身が実感できたこ

とが,患者,家族に安心感を与えることになった7)｡

ま　　と　　め

長崎在宅Dz.ネットを利用した主治医,副主治医,

腎臓専門医,訪問着講師らの連携が,末期がん患者

に在宅PDを可能にすることができ,患者および家

族のQOLを高めることができた｡
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