
 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在日本には約 32万人の血液透析患者、約９千人の腹膜透析患者が腎代替療法を受けていま

す。そして、透析予備軍ともいえる CKD（慢性腎障害）の患者は約 1,300万人と推定されてお

り、まさに新たな国民病と考えられています。当院は、愛知県下の病院の中で安城更生病院、名

古屋第二赤十字病院に次いで３番目に多い新規の透析導入患者さんを治療しており、市内の先生

方からも日々多くの CKD 患者さんをご紹介いただいております。しかし、紹介されてくる患者

さんは皆一様に“透析は嫌だなぁ”と感じており、その理由を聞くと“週３回通うのが大変”、“４時

間の拘束がつらい”といった理由が多いようです。そういった悩みを解決すべく透析医療も日々

進歩しています。 

現在、米ワシントン大学医療センターでは携帯型の

透析器の臨床試験が行われていますが、まだ実際に使

用できるまでには時間がかかりそうです。当院では 2

年前から在宅血液透析に取り組んでおり、現在 3人の

患者さんが自宅で実施しています。今回は、患者さん

の満足度の高い治療である在宅透析について紹介し

ます。 

～満足度の高い在宅血液透析～ 
文字通り自宅で血液透析を行う方法で、ここ数年、実施者は右肩上がりに増加しています。特

に愛知県は在宅血液透析の先進県であり、現在 40～50人の方がこの治療を行っています。自宅

改築費に 10～20万円、水道代が１か月に約１万円増える以外の費用負担は、施設血液透析と同

じです。1 日 3 時間を週 5 日程度行うのが一般的ですが、生活リズムに合わせて実施時間や回

数も変更できます。通院は原則月 1回になります。穿刺などの操作は自分で行い、透析中は同一 

米国で臨床試験が行われている 
携帯型透析器 
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敷地内に介助者にいてもらうことが必須条件です。

施設血液透析に比べ、透析量が増えるため食事の

制限もかなり緩和されます。リンのコントロール

や血圧コントロールも改善するため内服薬も減量

できます。導入に際しては、２～３か月間自己穿

刺や機械操作などの訓練を外来通院で行います。

「自宅で機械のトラブルなどが起きたら心配」と

いう声も聞かれますが、当院では、電話相談を 24 

時間受け付けていますし、状況によっては当院の技士が自宅まで訪問しています。治療に自由度

があり透析量も増えるため、一般には働いている若い方に好ましい透析方法と言えますが、当院

では、60歳以上の患者さんも「自分の時間を増やしたい」という希望から実施しています。 

なお、当院では、血圧低下などなく心臓に優しく、血管が細いために発生するシャントトラブ

ルがなくなる腹膜透析も実施できます。平成 28年の当院の腹膜透析導入患者の平均年齢は 81.8

歳で、90歳以上の患者さんは 3人でした。 

今後、CKDの患者さんが、透析を導入しなければならなくなったとき、在宅血液透析または腹

膜透析を選択することで、在宅での治療が可能となり、治療に伴う負担の軽減と QOL の向上に

つながると思いますので、ご紹介ください。 
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乳がんの予防から終末期まで支援する 
乳がん看護認定看護師の活動 

 

 

乳がんは、日本人女性の約 12人に 1人が罹患するといわれ、女性のがん罹患率では第 1位と

なっています。当院でも、昨年度 93人の方が乳がんと診断され、77人が当院で治療を行ってい

ます。現在では、乳がんに罹患しても治療法の開発が進み、早期であれば高い確率で治癒し QOL

も守られるようになりました。しかし、女性の象徴でもある乳房の病気であることから精神的な

ダメージは大きいです。また、ライフサイクルの上で、仕事や育児などの社会的役割を担う方々

が好発年齢であることから、乳がん看護認定看護師は、乳がんの予防・治療期・終末期まで、そ

の人らしく生きることができるよう総合的な支援をしています。 

 

 

診断後の心理的サポート               

医師からの告知や再発転移などの説明時に同席し、患者さんとその家族に寄り添い、理解の促

進や思いを受け止めます。 

セルフケア及び意思決定の支援            

手術の術式選択、術前化学療法、術後補助療法、再発転移の治療、ギアチェンジの場面などで

患者さんが納得した治療を選択し、治療に向き合えるように共に考え意思決定を支えます。 

心理・社会的問題に対する支援           
手術による乳房喪失や変型、化学療法の副作用による脱毛や爪の変化などの身体的状況の変化

を治療前から説明し、患者さんに心の準備を促し「ボディイメージの変化」を受け入れられるよ

うにサポートします。 

指導及びケアの実践                
患者さんが日常生活の中で正しくセルフケアを行えるよう指導します。また、リンパ浮腫を発

症した場合には適切なケアを行います。 

チーム医療の推進                 
集学的治療が行われる乳がんは、患者さん個々に応じたアプローチが様々な角度で必要になる

ため、多職種が協働し連携を図れるようチームに働きかけます。また、病院のみならず地域にお

いても「春日井さくらネットワーク」などを利用し、地域の医療者と共に支援しています。 

  

乳がん看護認定看護師 福島あかね 
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世界保健機関では「心疾患患者さんが、地域社会においてできるだけ正常な地位を回復し活動

的に暮らすことを目指して、可能な限り良好な身体的・精神的・社会的状態を得るための行動」

と定義しています。さらに米国心臓協会らは、「動脈硬化の進行過程を安定化または退縮させる

ことなどで、心理社会的および職業的状況を改善すること」と、長期予後改善を掲げています。 

 近年、救急医療体制の整備や冠

動脈インターベンション技術の進

歩により、急性心筋梗塞患者さん

の急性期死亡率が低減しています。

しかし、退院後から慢性期にかけ

ての系統的な管理・指導、さらに

は急性心筋梗塞発症自体を抑制す

る“一次予防”においては、未だ十

分な成果が得られていません。そ

の戦略を練る上で、心臓リハビリ

テーション（以下、心リハ）の重

要性が高まってきています。 

次に心リハの主要な構成因子で

ある運動療法について詳しく説明

します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心臓リハビリテーションとは 循環器内科部長 小栗光俊 
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心リハの流れは下の図に示すとおりで、心肺運動負荷試験（以下、CPX）

が重要な役割を担っています。CPX は、患者さんの呼気ガスを分析した各

種データから患者さんの運動耐容能を評価する検査です。これによって、急

性心筋梗塞患者さんの安全で効果的な運動負荷を知ることができ、それを運

動処方や日常生活の指導に活用することができます。また、定期的な検査の

実施により運動療法の効果判定をすることができます。 

 

当院では一人ひとりの患者さんの治療計画や治療

経過を地域の先生方と共有し、急性冠症候群を発症

した患者さんの状態を保つことや悪化を防ぐことを

目的に、循環型（双方向型）連携パスを作成し、平

成 29年 4月から運用を開始しています。 

その中には退院後の運動療法の予定や運動処方、

患者さんが自宅で行う運動療法についての項目が含

まれており、これまで主に入院中しか実施できなか

った急性心筋梗塞患者さんの運動療法を、退院後も

切れ目なく最大 150 日間継続できるようになりま

した。 

より効果の得られる心リハを患者さんに提供する

ために、担当スタッフでこまめに打ち合わせをし、

学会や院外の勉強会に積極的に参加するなど、日々

研鑽をしています。 

 

  

当院の心リハの流れ 

３か月 退院 入院 ６か月 

理学療法士が担当する運動療法 リハビリテーション技術室 山北喜久 
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がん相談支援センター  鈴木利恵 

リハビリテーション科  水野るみ子 

リンパ浮腫とは、がんの治療において、手術でリンパ節を取り除くことや放射線治療を実施す

ることによって、リンパ液の流れが停滞し腕や脚がむくむことがあります。このむくみをリンパ

浮腫といいます。発症時期には個人差があり、手術直後から発症することもあれば、10 年以上

経過してから発症することもあります。また、リンパ浮腫は一度発症すると治りにくく、一生付

き合わなければならない病気です。軽いむくみであれば自己管理をしながら普段の生活を送るこ

とができますが、重症化すると生活に支障をきたします。発症後は早い時期から適切な治療を始

め、悪化を防ぐことが重要です。 

このため、当院は平成 25年 2月にリンパ浮腫外来を開設しました。乳がんや婦人科がん、前

立腺がんでリンパ節郭清術後のリンパ浮腫に対し、主治医の指示を受け自由診療として複合的治

療を行ってきました。複合的治療とは、「スキンケア」「用手的リンパドレナージ」「弾性包帯や

弾性圧迫衣（スリーブ、ストッキングなど）による圧迫療法」「排液効果を促す運動療法」から

構成される理学療法に日常生活指導を加えた治療で、患者さんの状態に合わせ、これらを組み合

わせて行うものです。 

そして、平成 28年度の診療報酬の改定により、リンパ浮腫に対する治療を充実するためにリ

ンパ浮腫複合的治療料が新設されました。保険診療対象の制約はありますが、当院でも施設基準

が整い、リンパ節郭清患者に対し平成 29年 2月から「リンパ浮腫複合的治療料」が算定可能と

なりました。 

保険診療の対象となるのは、国際リンパ学会

による病期分類で重症と重症以外に分けられ、

ケアが受けられる回数や 1回の時間の制限があ

ります。重症の場合は、１回につき 40 分、治

療を開始した月とその翌月は２か月合わせて

11回を限度とし、その後は月 1回のケアが受け

られます。重症以外の場合は、1 回につき 20

分、治療を開始した月から 6か月ごとのケアが

受けられます。 

保険診療の範囲内では、ケアを受けられる回数の少なさ、１回のケアを受けられる時間の短さ

から十分なケアを行うことは困難で、患者さんの満足を得ることは難しいと考えています。 

当院では、患者さんと相談し、リンパ浮腫治療に対して保険診療又は自由診療を選択すること

によって、個人に合わせた料金、治療間隔を選択することができる医療体制をとり、リンパ節郭

清術後の患者さんやリンパ浮腫をかかえる患者さん等が、適切な治療やケアを受けることで症状

の改善が促され、心理的・身体的苦痛が和らぎ、QOLの向上につながると考えています。 

リンパ浮腫外来について 

国際リンパ学会による病期分類 
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 リンパ浮腫外来の治療 
●スキンケア：患肢の皮膚を健全に保ち、炎症や感染を抑止します。 

●用手的リンパドレナージ：患肢に過剰に溜まっている組織間液やリンパ液を、徒手による柔

らかい手技により適切な方向に誘導します。 

●圧迫療法：マッサージによって改善された良好な状態を弾性着衣（スリーブ・ストッキング

など）で維持し、組織間液やリンパ液の再貯留を防ぎます。症状に応じて弾性包帯を巻き、組

織間液やリンパ液を集中的に排液します。 

●圧迫下での運動療法：弾性着衣や多層包帯法で圧迫した状態で運動を行うことで、筋ポンプ

作用を高め、リンパ液の排液を促進します。 

●日常生活指導：体重管理や運動等、日常生活の中でリンパ浮腫を増悪しないための生活を指

導します。 

 事例紹介 
 80歳代の女性は 30年ほど前に婦人科がんで子宮摘出術、リンパ節郭清術を受けました。数年

後から両下肢の浮腫に悩まされ、自宅に閉じこもり、寝ていることも多くなりました。 

 平成 28年、蜂窩織炎から敗血症となり、当院へ入院しました。主治医からの指示を受け、乾

燥・硬化した皮膚の状態の改善、蜂窩織炎の再発予防のために、リンパ浮腫セラピストが介入し

ました。治療を開始し、すぐに下肢の軽さを実感した患者さんは、退院後もリンパ浮腫外来へ通

院しています。症状が軽減したことで、患者さんの治療意欲が高まり下肢のセルフマッサージ、

弾性着衣の装着をするようになり、外出も多くなりました。ご家族は「家で寝てばかりいたのに、

自分でもマッサージをして、弾性ストッキングを履き動くようになった。一緒に旅行にも行ける

ようになった。」と喜んでいました。 

当院リンパ浮腫外来は、保険診療及び

自由診療で専門的なケアの提供ができる

環境を整え、リンパ浮腫セラピスト 3 人

がケアを行っています。当院で治療を受

けた患者さんだけでなく、他院で手術を

受けられた患者さんでも受診できます。

リンパ浮腫でお困りの患者さんがいまし

たら、一度ご相談ください。 

 

 

 

  

左から水野、福島、鈴木 

問い合わせ先（平日 9時～16時） 
春日井市民病院 がん相談支援センター 電話 0568-57-0684 
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疾病管理・療養生活を支援する 
糖尿病看護認定看護師の活動 

 

主に糖尿病患者さんの生活調整支援やフットケアを担当しています。医師

の治療方針に基づき、入院・外来問わず、糖尿病患者さんやその家族と一緒

に日常生活を振り返り、その人に合わせた療養の提案をしています。 

フットケアでは、その人に合ったセルフケア指導や肥厚爪や胼胝
べんち

などのケアを含めた予防的処

置を行い、足を守る大切さを伝えています。春日井市における糖尿病患者数の割合は被保険者全

体の９％を超えており、高齢糖尿病患者の割合は増加しています。当院とかかりつけ医・介護サ

ービス事業者との間で、指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書や「春日井さくらネットワ

ーク」を利用し、在宅における患者さんの情報共有や相談を行い、経口血糖降下薬を含めた複雑

な内服管理やインスリン管理や脱水予防などの日常生活調整に役立てています。糖尿病看護認定

看護師として、転院先やかかりつけ医で働くコメディカルの皆様との連携を通し、地域の糖尿病

の知識向上に役立ちたいと思っています。 

 

 

 
 

 

 

林 則之 

消化器内科 医長 

平成 16 年卒 

前任：名古屋市立大学病院 

「今までの経験を活かして診療していきたいと思います。よろしくお願いいたします。」 

 

三村 哲史 

腎臓内科 医長 

平成 16 年卒 

前任：岐阜県立多治見病院 

「AKI（急性腎障害）はもちろんのこと、1,300 万人以上存在すると言われる CKD（慢性腎障害）患者さんのた

めに戦っていく所在です。又、末期腎不全の腎代替療法などもあることを伝えていかなければ、と考えています。

地域の先生方には、腎臓内科を良い意味で利用していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。」 

 

西井 智哉 

脳神経外科 医師 

平成 25 年卒 

前任：半田市立半田病院 

「地域医療に貢献できるよう、精一杯がんばります。よろしくお願いいたします。」 

 

 

 

 〒486-8510 春日井市鷹来町 1-1-1  

TEL 0568-57-0057(代表)  

FAX 0568-57-0067 

 

ホームページ    http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/ 

インターネット予約 https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/ 

医療連携室     TEL 0568-83-9924 

FAX 0568-82-9345 

Trinity Vol.25 
発行日 平成 29 年９月 25 日発行 

発行元 広報委員会  春日井市民病院 

ホームページ 

 
平成 30 年 2 月 3 日（土）春日井市地域糖尿病研修会「在宅糖尿病患者への支援とフレイル
予防（仮）」を春日井市総合保健医療センターで行います。ご参加お待ちしております。 

  糖尿病看護認定看護師 鈴木香里 
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