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三豊総合病院における泌尿器科訪問診療について

発 表 者 山田 大介 （香川県：三豊総合病院 泌尿器科）

共同研究者 中塚 浩一、上松 克利、中津 守人、安原 ひさ恵、原 明美、大江 美樹、
安東 正晴、白川 和豊、廣畑 衛
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【目的】

当院は、香川県西部に位置し、急性期医療を

主体とする病院であるが、地域包括ケアの観点

から地域医療部内科医師を中心に訪問診療を積

極的に行っている。泌尿器科においても、泌尿

器科末期癌患者や専門的な尿路カテーテル管理

を必要とする患者を対象とし、訪問診療を行っ

てきた。近年高齢化の一段の進行とともに、尿

路カテーテル管理目的での訪問患者の増加が顕

著であり、その状況について検討した。

【方法】

泌尿器科による訪問診療は平成１４年より開始し

ているが、今回は、最近の約５年間（平成成２０

年１月から平成２５年５月の５年５か月間）に、

泌尿器科医が訪問診療を行った患者を対象とし

た。患者カルテを参考として、訪問診療に至っ

た患者背景因子および臨床経過について検討し

た。
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【結果】

１．対象期間（５年５カ月）において３８名の患者

に対して訪問診療を行っていた。訪問開始時

の患者年齢は２４歳から９２歳であり、年齢別に

は８０歳台の患者が１３名と最も多く、患者性別

では、男性が２５名、女性は１３名であった。
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２．訪問開始時の患者の所在は、自宅が２４件、病

院（泌尿器科を標榜していない病院へは泌尿

器科医の往診が可能）が１０件、老健施設２件、

身障施設２件であった。

３．当科の訪問が開始となった基礎疾患は、悪性

腫瘍２０名、神経疾患、尿路感染等に伴う尿路

トラブル１８名であった。悪性腫瘍に対する往

診患者の性別は、男性１４名、女性６名であり、

泌尿器科的処置として２０名中１０名に腎瘻交換

を行っていた。
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神経因性膀胱、尿路感染などの尿路トラブルか

ら往診となった患者の性別は、男性１１名、女性

７名であり、泌尿器科的処置として、尿道カテー

テル交換が５名、膀胱瘻交換が７名、腎瘻交換

が６名であった。特に腎瘻交換患者は全員が女

性であり、感染性尿路結石を原因として腎瘻が

作成されていた。
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【考察】

当院での泌尿器科の往診は、当初在宅患者で

の尿道カテーテル交換困難患者に対するカテー

テル管理から始まった経緯がある。在宅で長期

尿道カテーテルを留置された患者、特に男性患

者では、看護サイドでのカテーテル交換が困難

な場合も時折認められ、泌尿器科医の訪問診療

が依頼され、平成１４年に訪問診療が開始となっ

た。その後、腎瘻が作成された終末期悪性腫瘍

患者の在宅（終末期）診療を、地域医療部の内

科医師とともに、泌尿器科医も訪問診療を行い、

腎瘻交換を主体とした尿路管理を行ってきた。

在宅といえども泌尿器科専門医が往診を行うこ

とでの患者本人、家族の満足度は向上している

と思われ、急性期病院である当院の在院日数の

低減にわずかなりとも寄与しているものと思わ

れる。また、ここ数年の傾向として、高齢女性

腎瘻患者への往診例も増加している。これは長

期臥床（女性）患者が、慢性の尿路感染から結

石性腎盂腎炎（閉塞性腎盂腎炎、膿腎症）とな
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り、緊急治療として腎瘻を作成するものの、全

身状態が不良なため、結石そのものの治療が困

難で、止む無く腎瘻での尿路管理を継続するよ

うな患者への往診であり、多くの場合、往診先

は、在宅ではなく老健施設や病院となる。この

様な患者は、高齢女性の増加、寝たきり患者の

増加に伴い明らかに増加傾向にある。
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今後、本邦においては、急性期病院、慢性期病

院ともベッド数は制限されることになり、在宅

や老健施設での診療の重要性は増してくると思

われる。そのような状況を考えると、泌尿器科

医も急性期病院で急性期患者のみを対象として

専門的治療のみを行っていくのではなく、在宅

や施設入所者への泌尿器科的ケアにも関与し、

地域包括ケアの一翼を担っていくべきであると

思われる。
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