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【 は じ め に 】

年々透析患者の高齢化がすすんできている｡当院

でも例にもれず独居の患者や要介護の患者が多く

なってきている｡ さらに透析による合併症の他､

高齢者の身体的機能の低下や痴呆による生活障害､

介護力の不足等により入院を余儀なくされる患者

が年々増加 し､外来透析 58名中およそ 1/3はい

つ入院になるか分からない状況である｡

今回､当院の透析患者の現状と患者の聞き取 り

調査を行なった結果を若干の考察をつけて報告す

る｡

【 当院透析患者の現状 】

透析患者 64名

･外来透析患者 58名 (90.6%)
･入院透析患者 6名 (9.4%)

･平均年齢 65.7歳

65歳以上の高齢透析患者 39名 (60.9%)
(全国 :56.3%)

2.当院透析患者の現状

透析血書64名
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平均年か65.7jE65jL以上 39名 (60.9%)

立筋BEI0年以上 23名 (35.9%)

★全国の透析患者 65Ji以上のJB者 56.31も

【 事 例 紹 介 】

≪ 事例 1≫
K.F氏 74歳 男性

家族歴 息子 1人 娘 1人 ともに独身

H.9 2/2

当院にて透析導入 し､外来透析を行っていた｡
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H.13 10/ 28

脳出血 (左被殻出血)にて総合病院に運ばれ開頭

手術施行

H.14 ■3/7

ADL全介助で気管切開､経管栄養にて管理され

た状態ではあるが､全身状態落ち着いている為､

総合病院は退院 となる｡

自宅では看る事ができない為､当院にて入院透析

となる｡

現在表情がでてきたり､問いに反応するなど状態

改善されたところもあるがADL全介助､気管切

開､経管栄養はそのままであり入院透析を続けて

いる｡

≪ 事例 2≫

T.Y氏 81歳 女性

家族歴 息子 1人 娘 2人

現在長女が一人暮らしのため主に面倒を看ている

H.9 4/ 10

総合病院にて透析導入 し､外来透析行っていた｡

H.13 10/ 24

肺炎等にて全身状態悪化 し総合病院入院となる｡

-ルペス等 も併発 し､入院長引いている間に痴呆

症状出現｡

H.15 1/ 27

両腰痛や腰痛もあったが全身状態落ち着いた為退

院の方向となる｡

ADL一部分介助必要で痴呆､不穏症状もあった

ため家族より入院透析の希望強く､当院転院し入

院透析となる｡

現在不穏もなくなり､痴呆症状も改善されADL

も自立しており外来透析可能な状態である｡ しか

し､有力な介護者である長女も仕事の関係で家を

留守にする時間が長いため退院にはまだ不安があ

り現在も入院透析中である｡
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【 外 来 透 析 の 現 状 】

当院の透析患者の60.9%が65歳以上であり､

身体機能の低下している高齢者は些細なことでい

つ入院透析が必要になるか分からない状況である｡

そこで現在外来透析をしている58名を対象に通

院状況､今後透析をどのように続けていきたいと

思っているか聞き取り調査を行なってみた｡

≪ 対象及び方法 ≫

当院透析息58名

①介護者が必要になった時の介護者の有無

②介護者は誰か

③現在の通院方法

④通院が困難になった時はどうしたいか

⑤今後どのくらい自分で通院できると考えている

か

⑥現在どのように生計をたてているか

以上6項 目について聞き取りアンケー ト調査を行

った｡

【 結 果 】

(》介護者がいない患者は6名､10.5%であっ

た｡

結果①介護者の有無

② 介護者は配偶者 と答えた患者が最も多く23

名40.4%であったがそのうち14名は配偶

者も高齢であった｡

結果②介護者は誰か

誰もいない
親 10.51

③ 通院方法は様々であるが､中でも自分で車を運

転して通院している患者が23名 40.4%と

多かった｡運転できる患者にとっては一番楽な

通院方法であるため運転ができなくなった ら

どうしよう､とい う不安の声が多く聞かれた｡

結果③現在の通院方法

④ 通院が困難になったときはどう,Lたいか､とい
う問いには入院したいと答えた患者が32名､

56.1%もいた｡また近くの施設やアパー ト

等があれば入 りたいという声も聞かれた｡施設

に入ることは考えていないとい う患者の中に

は先のことは考えたくないとい う患者 も含ま

れている｡

結果④通院が困難になった時はどうしたいか

施設に入る=とは考えていない 38.9%

近くの施設.アJt-トがあれば入りたい 7.09も

(9今後どのくらい自分で通院できると思うかとい

う問いには 1-2年 という消極的な回答をした患

者も17.5%いた｡
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結果⑤今後どのくらい自分で通院できると思うか

IO年以上
35ll

⑥ 現在の主な収入源は殆 どの患者が年金をもら

っているが他の収入源がなく年金収入だけと

い う患者が56/ 1%であったB､

結果@現在どのように生計を立てているか(主な収入)

豪族の収入
17,61

1 旨; まヨ ト

(1)現在当院の64名の透析患者のうち､65

歳以上の高齢透析患者は60.9%で全国の65

歳以上の透析患者 56.3%に比べ当院の高齢化

は更に進んでいる｡今後､当院の入院透析患者は

増加するものと思われる｡

(2)聞き取り調査の結果､介護者がいない患者

は不安が強く今後のことについても真剣に考えて

いる患者が多い｡反対に介護者が複数いたり､確実

に介護をしてもらえる患者は不安も少なく通院が

困難になった時はどうするかとい うことも考えて

いない患者が多かった｡

(3)今後どのくらい現状が維持できるかという

問いには1-2年と消極的な答えを出した患者も

10人 (17.5%)いた｡分からない､もしく

は考えていない患者が 35. 1%であった｡

(4)自力で通院できなくなっても施設に入るこ

とは考えていない患者が36.9%いたが､反面

入院を考えている患者は半数以上の56.1%も

いた.

(5)大半の患者が年金をもらっている｡本人や

家族が仕事をしてお り､それが主たる収入という

患者もいるが､高齢透析患者が多いためか､年金

収入のみという患者が32名 (56. 1%)で金

銭的に余裕のある患者は多くはない｡

【 結 語 】

今回､当院の現状の分析と､透析患者の社会的環

境を聞き取りアンケー ト調査により検討を行った｡

当院の透析患者は高齢化が著しく､介護者も高

齢であるため介護に不安のある患者､中には介護

者がいない一人暮らしの患者もおり､また将来通

院に不安を持つ患者も認められた｡

1998年の全国統計でもこのような患者は増

加傾向にあり､今後益々入院もしくは入所透析の

必要が増大すると思われる｡

また長期透析患者の増加 と共に､合併症による

総合病院-の入院も増えてきているのが現状であ

る｡現在の制度上､総合病院では長期入院透析が

困難であり､合併症治療のための透析患者の受け

入れが美佳しくなっている｡ そのため､社会的要

因による長期入院透析は地域社会での役割分担と

して､サテライ ト的な透析施設において吸収でき

るような体制を整える必要があると思われた｡

さらに､福祉施設からも通院透析できるような

法整備や-ルパー等のサポー トにより自宅介護を

や りやすくしてゆく必要があると思われる｡
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