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腹膜透析導入により在宅医療が

可能になった心疾患を併発した

超高齢者の１例

高村 毅（１, 中島里美（１，曾田瑛子（１，岡部匡裕（１，石川匡洋（１

横尾 隆（2

(1) 川口市立医療センター 腎臓内科

(2) 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科

よろしくお願いします。
腹膜透析導入により在宅医療が可能になった一例を
報告させていただきます。

全国国保地域医療学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： 高村 毅

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません。

症 例
89歳男性

【主訴】 全身倦怠感、食思不振

【現病歴】 68歳頃から高血圧症、慢性腎不全のため近医

加療中であったが、労作時呼吸困難を契機にX-433日当院

循環器科に紹介となった。両側胸水と大動脈弁狭窄症を認

めたが、心機能は良好で慢性腎不全による溢水と判断され

当科に転科。その後保存的加療にて溢水は改善するも、腎

機能は徐々に悪化し、 X-21日に内シャント作製し、尿毒症

のため血液透析導入目的でX日入院となった。

【既往歴】 高血圧症、高尿酸血症、慢性腎不全

症例は89歳男性です。現病歴としてはもともと他

院で高血圧や慢性腎不全を指摘され通院加療中の方
で、労作時呼吸困難を契機に当院循環器科紹介とな
り、精査にて大動脈弁狭窄症を認めました。しかし、
心機能は良好であり呼吸困難以外の自覚症状にも乏
しかったため、慢性腎不全による溢水と判断し、減
塩・利尿薬によるvolume controlにて症状改善する
も、腎機能は徐々に悪化し、X-21日に内シャント作
製し、尿毒症のため血液透析導入目的で入院となり
ました。

入院時現症

身長：171㎝ 体重：59㎏ （BMI：20.2㎏/m2）

心拍数：64回/分 血圧：112/60mmHg   体温：36.6度

眼瞼結膜： 貧血・眼球結膜黄染を認めない。

胸部：

大動脈弁を最強点とする収縮期駆出性雑音を聴取。

明らかな肺雑音は聴取しない。

腹部： 平坦・軟。圧痛・反跳痛を認めない。

下腿： 下腿浮腫を認めない。

入院時現象です。身体所見上はvolume control良
好で明らかな浮腫や呼吸困難は認めませんでした
が、胸部聴診上大動脈弁狭窄症と思われる収縮期駆
出性雑音を認めました。

入院時血液検査所見
WBC 4200      /ul AST 26       IU/l Na 141   mmol/l

RBC 351万 /ul ALT 12       IU/l K 5.6    mmol/l

Hb 11.0      g/dl LDH 220      IU/l Cl 109   mmol/l

Ht 33.3          % ChE 192      IU/l CRP 0.18  mg/dl

Pｌｔ 15.3万 /ul T-Bil 0.34    mg/dl Ca 9.7   mg/dl

PT 115.3 % TP 6.9      g/dl IP 6.7    mg/dl

INR 0.96 Alb 3.0      g/dl Mg 2.4    mg/dl

APTT 31.9 秒 BUN 148.5 mg/dl

Cre 5.52   mg/dl

入院時検査所見です。採血上、UN/Cr高値、K高
値、P高値を認めましたが、その他血算や凝固に異
常なく、慢性腎不全に矛盾しない所見でした。
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入院時胸部Ｘ線 心エコー所見

[AOD]25mm(20-32), [LAD]30mm(18-40)
[IVSTd]15mm(≦11), [WTd]14mm(7-12)
[LVDd]39mm(40-55), [LVDs]22mm(30-45) 
[EF]0.75(0.5-0.8)
【AS】[AVA(トレース)]0.71cm2, 
[AVA(ドプラ)]0.66cm2, [Max velo.]3.71m/sec 
[Max PG]55.09mmHg, [Mean velo.]2.32m/sec 
[Mean PG]25.85mmHg

胸部Ｘ線では心不全や肺うっ血所見は認めません
でしたが、心エコー検査ではＥＦは保たれている
ものの、スライドにお示ししますように心肥大と
severなＡＳの所見でした。

入院前の臨床経過
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まず、入院までの経過ですが、スライドに示しま
すように腎機能は一時的に改善するも、その後徐々
に悪化するためX-21日に血液透析導入の準備とし
て左前腕に内シャント造設術を施行しました。入院
中はCr値の増悪はなく、尿毒症症状も認めないた
め退院となりました。しかしながらその後、腎機能
は徐々に悪化し、X日の定期受診時には倦怠感が強
く、腎機能も先ほどのように悪化していたため尿毒
症と診断し、同日入院し、翌日から血液透析導入と
なりました。

しかし・・・
血液透析開始したところ、除水を全く行わない条件にも関

わらず収縮期血圧は70mmHg前後にまで低下し意識レベル

の低下も認めた。重度の大動脈弁狭窄症により血液透析中

の循環動態が保てないためと診断し、本人・家族への十分

な説明後に維持血液透析への移行は断念した。

その後、腎機能はさらに悪化し、倦怠感増強もあったため

もう一度説明したところ、家族の協力も得られると判断した

ためX+40日にテンコフカテーテル挿入術施行し、腹膜透析

を導入した。

　血液透析開始したところ、除水を全く行わない条
件にも関わらず収縮期血圧は70mmHg前後にまで
低下し意識レベルの低下を認めました。重度の大動
脈弁狭窄症により血液透析中の循環動態が保てない
ためと診断し、本人・家族への十分な説明後に維持
血液透析への移行は断念しました。
　その後、次のスライドに示しますように、腎機能
はさらに悪化し、倦怠感増強もあるためもう一度説
明したところ、家族の協力も得られると判断したた
めX+40日にテンコフカテーテル挿入術施行し、腹
膜透析を導入しました。

入院後の臨床経過
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透析液量
1000 1500

X-183 X-21 X+224

500

X+40

血液透析

X

こちらがその後の経過になります。X+41日よ
りミッドペリック135 500mlによる洗浄を開始し、
X+50日より１日１L、４時間貯留開始。X+53日に
1.5Lへ増量しても明らかなリークや血圧低下などの
問題を認めることなく、安定した腹膜透析が可能で
した。自己でのバッグ交換は不可能でしたが、家族
や訪問看護ステーションを交えた地域包括的医療に
より、在宅調整がつきX+57日に退院となりました。
以後、１日１バック交換のみで明らかな尿毒症症状
を認めることなく安定して腹膜透析を施行可能でし
た。
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腹膜透析と血液透析の違い

項目 ＰＤ ＨＤ

透析方法 透析場所 自宅・会社など 医療施設

透析方法 毎日 週３回（4～5時間/回）

透析の操作時間 バッグ交換時間 約30分

APD回路セッティング時間
約10～20分

透析時間3～5時間/回＋通
院時間（3回/週）

透析を操作する人 患者自身、家族 医療スタッフ

通院回数 1～2回/月 ２～３回/週

手術 カテーテル挿入術 ブラッドアクセス造設術

抗凝固剤 必要としない 必要

症状 透析による苦痛や
自覚症状

腹部膨満感を認めることが
ある

血圧変動が少なく、心臓に
対する負担は少ない

穿刺痛
過度の除水等による血圧低
下や不均衡症候群

腹膜透析は、透析液を腹腔内に注入して老廃物を
除去する透析方法ですが、血液透析と比べると主に
自宅等で治療する方法です。バッグ交換は本人や家
族が行いますので、自己管理が血液透析以上に必要
ですが、除水は緩徐に行いますので血圧変動が少な
く、心臓に対する負担は少ない治療方法です。

腹膜透析(peritoneal dialysis: PD)は，透析液を1日4回交換し，
連続的に腹腔内に停滞させるContinuous ambulatory PD（CAPD）が
一般的であるが，導入期に残存腎機能の程度に応じて，
1～2バッグの低頻度交換から開始するIncremental PD療法の有用性
が報告されており，QOLの向上や医療経済面での節約効果が期待
されている。

Incremental PD療法は，特に75歳以上の高齢者でPD導入1年後も

90%の症例が1～2バッグ交換で維持可能だった報告がある。

Pert Dial Int 20:412-427,2000  

Nephrol Dial Transplant 24(12):3900-1,2009 
JSDT 2014

腹膜透析の管理

また、腹膜透析の管理についてですが、腹膜透析
（peritoneal dialysis: PD）は、透析液を１日４回
交換し、連続的に腹腔内に停滞させるContinuous 
ambulatory PD（CAPD）が一般的ですが、導入期
に残存腎機能の程度に応じて、１～２バッグの低頻
度交換から開始するIncremental PD療法の有用性
が報告されており、QOLの向上や医療経済面での
節約効果が期待されています。

Incremental PD療法は、特に75歳以上の高齢者
で有用とされており、PD導入１年後も90%の症例
が１～２バッグ交換で維持可能だった報告がありま
す。

実際、本症例においても1.5% 1.5Lの１日１回の
低頻度ＰＤのみで透析量を増加させずともコント
ロール可能であり、ご家族への負担も軽減できまし
た。

結 語

本症例のような重症な心疾患を持つハイリスク

の超高齢者では、腹膜透析による腎代替療法

は極めて有益な治療手段となりうる。

結語です。ありがとうございました。




