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要旨
　病理解剖の対象を在宅看取り例へ拡大する新たな試み ｢おだやかな看取りを明日に活かすみち｣ では、これまでの約 10 年
間で神経疾患の実績が 82 件に達した。そのうち在宅で看取った主治医自身が臨床病理検討会（CPC）で臨床提示を行った 5
例では、当事者意識が高く、医学的解析をこえたケアの内容や家族に考察がおよび、CPC 参加者に与えるインパクトも強い
ことを示す。神経疾患の療養は在宅へと移るが、看取りを担当した在宅医自身がその CPC まで主体的に参加できれば、在宅
医療ならではの問題を在宅医の視点でとらえ、その学びを共有する CPC として地域連携を深める形となると期待される。
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はじめに
これまで病院内での看取り例のみを対象として

きた病理解剖を、在宅の場へ拡大するという先駆
的な試みは川越、佐藤の報告1）を嚆矢とする。そ
れに倣う本事業 ｢おだやかな看取りを明日に活か
すみち｣は地域での解剖施設をあらかじめ確保し、
解剖や移送に要する費用を外部資金で調達した上
で、神経疾患で在宅療養した例を対象に病理解剖
を実施するという試みである2）。2013 年以降、在
宅関連の病理解剖の実績は 2021 年 9 月末で 82 例
に達した。当院では、初期研修医が臨床病理検討
会（Clinicopathological	conference：CPC）の司
会を行い、そのまとめを作成する試みを 2018 年
に開始した。司会研修医が作成した「まとめ」を
在宅医や遺族に開示しながら、アンケートを通し
て関係者の意見を集約し問題点を明らかにしよう
としている。その中で、看取りまで担当した在宅
医自身が CPC で臨床提示した 5 例に注目し、そ
の意義を考察する。

目的
在宅医療の中で病理解剖が行われるのは例外的

だが、その担当在宅医が解剖例の CPC に主治医
として参加する例は更に稀である。在宅での看取
りを担当した在宅医自身が当院 CPC で臨床所見
の提示を担当した 5 例について、従来の病理解剖・
CPC との違いや新たな	

側面を示し、在宅医自身が看取りから CPC の

症例提示まで関与する意義や問題点について	
考察する。

対象と方法
　神経疾患の長期療養を在宅や施設で担当した在
宅医自身が看取り、病理解剖の承諾を得た	例の
なかで、CPC で在宅医自身が臨床所見の提示ま
で行った 5 例を対象とした3）。司会研修医が作成
した「まとめ」を遺族や担当在宅医へ開示する際
に、病理解剖についてのアンケートを添付し集計
した。こうした「まとめ」の作成、遺族や担当医
への開示、アンケートの施行については当院倫理
委員会の承認をうけた。

結果
在宅や施設での長期療養から看取りまで担当

し、担当例の臨床経過を当院 CPC で提示した 5
例を表に示す。症例４の臨床診断は肝硬変、肝性
脳症であったが、病理解剖でタウ、シヌクレイン
の沈着が認められた4）。他 4 例は予想された臨床
診断を病理で確認できた。全体の臨床経過は 4 ～
27 年で、施設で 0.5 年の療養後死亡した 1 例と在
宅で2～10年の療養後看取りに至った4例であっ
た。3例は生前に家族から病理解剖の承諾があり、
内 1 例は本人も死後の病理解剖に反対しないとの
意思表示があった。他 2 例は看取り後在宅医（症
例３）または終末期の入院主治医（症例１）から
病理解剖が打診され家族の承諾が得られた。担当

Presentation of Clinical Data by Home-care Physicians in CPC
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Abstract
We	performed	autopsies	on	82	patients	carrying	neurological	disorders,	who	were	cared	for	at	home	or	terminal	care	
facilities	until	death.		Home-care	physicians	who	took	care	of	the	patients	participated	in	presentation	of	5	cases	of	clini-
cal	data	at	the	clinicopathological	conferences.	Active	concern	by	the	home-care	physicians	enhanced	the	actuality	of	
discussions	not	only	on	medical	but	also	on	social	issues	that	involve	patients’	families	and	quality	of	home	care,	which	
were	impactful	to	the	audience	of	CPC.	Long-term	care	of	patients	carrying	neurological	disorders	is	now	shifting	from	
hospital	to	home	care,	sometimes	until	the	end	of	life.	Autopsies	of	such	home-care	patients	may	be	one	of	the	strategies	
to	provide	opportunities	to	learn	and	increases	the	number	of	autopsies	in	Japan.	This	novel	approach	to	sharing	medi-
cal	and	social	actualities	around	home	care	will	improve	the	support	network	around	each	patient.
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在宅医、施設医 5 名のすべてが当院の CPC で臨
床経過を提示し、内 1 名（症例１）は脳の切り出し、
肉眼所見の観察、神経病理所見の解析まで参加し、
そのまとめを CPC で提示し	た。他 1 名（症例２）
は神経病理所見を、筆頭演者として神経病理学会
でポスター発表した（図 1a） 5）。CPC の議論と病
理所見をまとめ、開示した遺族、主治医の反応や
CPC 参加者の感想をアンケートから示す。

◇症例１
臨床像・病理像ともに区別がしばしば困難な進

行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変性症の鑑別が
生前に問題となり、神経内科専門医でもある在宅
医は脳肉眼所見観察	（Brain	cutting）から参加し、
自ら顕微鏡観察も行って、CPC で病理所見まで
発表した。

在宅主治医の感想：病理解剖をお願いできる
とうかがい非常にありがたく感じました。Brain	
cutting に同席する機会を頂戴しました。実際に
参加して驚いたことは、「肉眼的観察から多くの
情報が得られる」、「MRI で示されていた梗塞部
位が意外に小さい」等々です。	

また肉眼的観察で萎縮している部位と臨床症状
とが一致することから、日々の診察におけ	る神
経所見の重要性を改めて実感しました。特に高次
脳機能障害の所見が不十分であったことを反省し
勉強し直しているところです。患者さんと御家族
の生活を脅かし生命を奪った疾患が明らかにされ

る病理検索にも是非参加したいと考えています。
今回病理を拝見するという経験を通じて、日常診
療においても診断に固執するのではなく様々な疾
患の可能性を考えて、ひとつ一つの徴候を丁寧に
診ていく必要があると感じました。

遺族の感想：これほど詳細に調べて頂いて感謝
しています。年齢に伴う変化かと思ってい	たし、
勝手に動いて転倒を繰り返したり、服を脱いで
便をなめようとするなど、本人にも厳しく怒って
いました。悲しく思っていたけれども病気のせい
だったのかと思うとお父さんにかわいそうなこと
をしました。お父さんが今後の治療に役立つのな
ら本当にうれしいことですね。

CPC 参加者の感想：担当在宅医自身が組織学
的所見を検索して大脳皮質基底核変性症（cortico-
basal	degeneration：CBD）と診断し、CPC で提
示できた。

◇症例２5）

認知症障害を伴う筋委縮萎縮性側索硬化症
（amyotrophic	 lateral	sclerosis：ALS）という希
少疾患を複数の在宅医が連携して臨床診断し、10
年間の呼吸器管理を一度も入院することなく在宅
担当医単独で完遂した。認知障害を伴う ALS は
希少疾患であり数年で死亡に至ることが多いが、
11 年の経過後の終末病理像を観察できる機会は
例外的である。在宅医自身が筆頭演者となりこの
貴重な例を第 58 回日本神経病理学会にて症例報

表 1　在宅主治医によるＣＰＣ臨床提示の 5 例
症例 症例 1 症例 2 症例 3 症例 4 症例 5

死亡時年齢 ･ 性 83・男 94・女 87・女 93・女 82・女

臨床診断 進行性核上性麻痺 認知障害を伴う ALS パーキンソン病 肝硬変 ･ 肝性脳症 アルツハイマー病

神経病理診断 大脳皮質基底核変性症 認知障害を伴う ALS レヴィー小体型認知症 タウ・シヌクレイン沈着 アルツハイマー病

脳重（g） 1296g 890g 1030g 1120g 1030g

全経過（年） 4	年 11	年 5+ α年 30	年 27	年

在宅療養期間（年） 2	年 10	年 5	年 7	年 0.5	年

看取りの場 在宅 - 終末期入院 在宅 在宅 在宅 施設

病理解剖の同意
入院主治医からの
提案に妻が同意

生前に家族から
在宅での看取り直後

在宅医が提案し
子が同意

生前に
本人 ･ 家族から

生前に家族から

在宅医の CPC	関与 臨床と病理の提示 臨床の提示 臨床の提示 臨床の提示 臨床の提示

在宅医の
その他の関与

脳切り出し立ち会い
在宅呼吸器	10	年
神経病理学会発表

アドバンスケア
プラニング

spiritual	care
病理解剖立ち会い
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告した2）（図 1a）．
在宅主治医の感想：あらためて成書を読んだり

病理的な見識を深め、神経病理と臨床症状の対	比
を学ぶことが出来今後非常に役に立つと思います。

遺族の感想：長年の介護の方法を評価してもら
えて良かった。母が病因解明に役立てて良かった。

CPC 参加者の感想：人工呼吸管理によるダメー
ジがあまりなかったのはすばらしい。複数施設の
協力で臨床経過が整理されていた。臨床と病理が
トータルで理解できて良かった。病理とは違った
視点での臨床発表、興味深い。

◇症例 3
神経内科専門医である在宅主治医はパーキンソ

ン病と臨床診断したものの、経過や精神症状につ
いて本当にパーキンソン病で良いかとの臨床的疑
問を抱えたまま突然看取りに到った。病理解剖で
その診断は確定したが、なお症状との対比に疑問
が残った。	

在宅主治医の感想：年以上食事が十分にできず、
体重減少も著しい老衰の状態ではあったものの、
亡くなる直前まで発熱、酸素飽和度の低下、呼吸
苦もなく、普通に会話ができる比較的安定した状
態からの突然死でした。心臓自律神経障害による
不整脈や窒息などを予想していましたが、病理解
剖の結果は慢性的な誤嚥性肺炎だったことは衝撃
を受けました。また少なくとも 10 年以上経過し
ているパーキンソン病ですので病理で示された黒
質・青斑核の脱色素は当たり前なのかもしれませ
んが、比較的少量のレボドパとリハビリテーショ

ンのみで、衰弱による廃用が進むまでは手引き歩
行ができていた臨床像とは乖離していると感じま
した。診察開始時には認知機能障害を認めず、医
師、看護師とも著明な認知機能低下はないと考え
ていました。しかし病理では広範にレビー小体を
認めました。介護者に対する被害的な訴えをサー
ビス担当者は関係性の悪化と臨床的に評価してい
ましたが、被害妄想の可能性もあったかもしれな
いと反省しました。病理解剖を通じて生前に行っ
た医療、看護の問題点が明らかになりました。

遺族の感想：病理解剖について主治医（在宅医）
から提案されるまで知らなかったが、死亡直後に
お話をうかがい、前むきに考えて、その場で同意
した。病理解剖の手続に問題はなく、遺体は一日
で返還され、許容範囲であった。解剖のまとめを
読んで、満足したし、病理解剖を受けたことにも
満足している。

CPC 参加者の感想：便秘・血圧変動など自律
神経障害が著明であったため、CPC の際にま	だ
検索されていなかった心臓の病理の結果が出れば
教えていただきたい。

◇症例 44）

経過 30 年の慢性肝障害・肝硬変で肝性脳症に
よる意識障害と臨床的に考えられていたが、病理
ではタウやシヌクレイン蛋白の沈着が脳に確認さ
れた。内科医である長男に対し死後の病理解剖に
反対しないとの意思表示が生前に本人からあった

（図 1b）．
在宅主治医の感想：主治医として 6.5 年間診療

図 1a　症例２のポスター発表を筆頭演者として行う在宅医 図 1b　症例４の看取り後、祈りを捧げる在宅医
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し在宅にて看取り後剖検、CPC での臨床経過発
表と大いなる学びの経験をさせていただいた事は
感謝である。死亡前７ヶ月前から傾眠傾向が強く
なり今後の医療の持ち方に対して本人の意思を確
認する必要が生じたため	事前相談の機会を持っ
た。自分の死ぬ事と生き方についてキリスト教信
仰を持つ本人が自由に意思表示できる環境を設定
し、牧師と看護師が立ち会いスピリチュアルケア
に配慮し	つつ臨んだ。そこでは「今後は積極的
な事は望まないが穏やかに過ごしていければ良
い。また解剖についても息子が希望するなら構わ
ない。」と明確な意思表示を述べられた。死後本
人の意思に基づいて在宅剖検が実現でき約７カ月
間遷延した意識障害の原因に示唆を得	た事は意
義深く、今後の在宅医療に有用であると感じてい
る。もう一つ意義深いと感じて	いる事は患者に
費用の負担もなく病理解剖が実現できたことであ
る。解剖実施医療機関の	ご努力に感謝している。
ある研修医療機関では病理解剖数が減って基準を
満たすのが困難	になるとの実情を聞いている。
在宅医療が進み、在宅に末期患者が帰り在宅看取
りが増すにつれその傾向はいっそう強くなると思
われる。そこで在宅での看取り患者および家族が	
希望すれば病理解剖できるシステムができれば問
題解決になると思われる1）2）。しかし実際に当院
でも医学貢献のため剖検を希望する患者家族はい
たが実費が 20 数万円かかり、在宅	から実施医療
機関への送迎代がかかるとなると家族の負担は大
きく実施困難であった。病	理解剖費用と送迎代
も公費で賄われるようにならないと医学研究、医
学教育、医学の進歩	は難しいと思われる。

遺族の感想：家族葬を解剖のあとで（死後６日）
に行ったのですが、本人の顔ぼうが、変化してき
ていたのが残念でした。葬儀社の仕事なのかもし
れませんが、エンバーミング（遺体保全処理）の
様な手だてもないわけではないので、情報提供が
できると良いと思います。解剖していただいた事
で、病状経過について納得できるところがありま
した。この事業が無ければできなかった事で感謝
しております。

CPC 参加者の感想：スピリチュアルの観点か
らの提示は、新たな在宅のやり方を知ることがで

きてよかった。在宅の先生の提示で生活状況、病
状が具体的にわかるのでとても良い。人間性がよ
く表れ、所見が克明で良かった。生活を知る在宅
医がプレゼンすることは疾患や病態の背景を理解
する上で重要。経過を長く追っておられるため、
情報量も多く、活発な議論ができた。関わった臨
床家や家族の疑問の一部に答え、共有できるのだ
とわかり大変勉強になった。

◇症例 5：アルツハイマー病として長期療養さ
れた例

施設主治医の感想：在宅でお亡くなりになる方
は当院ではまだ多くないが、施設で看取る	方の
中には神経難病の末期の方もおり、その中で御理
解をいただける方は病理解剖をした方が、生前の
診断が正しかったかどうかなど、解剖してみない
と得られないことが多くあるように思う。ただし、
患者さん、患者さんの御家族との信頼関係がなけ
れば、なかなか病理解剖の同意をいただくことは
難しいように思います。

CPC 参加者の感想：在宅や施設に行く療養者
が多いので、在宅 ･ 施設からの病理解剖で症例	
もよく集まると思う。他施設での具体的な治療 ･
対応状況を知ることができるのは有益。場	所を
問わず、希望のある方の病理解剖を行い勉強させ
ていただける環境を整えることが大切。今後在宅
が注目される中で、この様な取り組みは貴重。	
在宅 ･ 施設のドクターにもフィードバックできる
良い機会である。

考察
　本事業「おだやかな看取りを明日に活かすみち」
は、病理解剖の対象を在宅での看取り例に拡大す
るという試みである2）。在宅療養の癌患者を中心
とした川越、佐藤の報告2）と異なり本事業は神経
疾患在宅療養者を中心に、外部資金を確保して
行った点が新規である。対象は病理解剖を承諾し
た例に限られる上、担当在宅医が CPC で臨床提
示した例という例外的な５例を対象とした今回の
研究はバイアスが極めて大きい。さらに統計的、
定量的な処理をするには標本例数が少なく、現段
階で一般化する意義は乏しいが、質的に共通する
新規性に注目し、医療者（在宅医および参加者）
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と遺族に分けて考察する。
　医療者側から：臨床的な問題点を意識した在宅
医にとって病理解剖の意義は CPC 参加でさらに
高まる。本事業は在宅医へも CPC を開放するこ
とをめざしているが、在宅医はこうした臨床的に
切実な疑問をもっていたからこそ、CPC での臨
床提示を行い5）、時に病理の提示や学会報告2）ま
でその活動を拡大した。病理解剖の承諾をいただ
き、CPC で症例提示をすることは日常診療で忙
殺されている在宅医には大変な負担である上、診
療報酬にも全く反映されない。しかし、臨床的疑
問の切実さは、診療にあたった在宅医以外には実
感できず、忙しい診療の合間に余分な負担になっ
たにも拘わらず、診療した患者の CPC に自身で
取り組んだ意義を全員が実感し、機会があれば、
再度取り組みたいとの感想を在宅医全員が表明し
た。自分が診療してきた患者さんの問題点につい
て病理解剖を通して明らかにしようとする姿勢
は、おのずとその後の診療の質を高め、教育的な
意義も測り知れない。在宅医のこうした真摯な姿
勢は遺族や CPC 参加者の共感を呼んでおり、こ
れまでになかったロールモデルとして若手医師に
特に強烈な教育的印象を与える可能性がある。診
断や合併症を病理解剖によって得られた医学知識
として第三者的に理解するのとは次元が異なり、
科学的な検索を越える意義を在宅医自身の CPC
参加は孕んでいる。当院の CPC は地域医師会や
関係者の参加を積極的に受け入れ、地域全体の診
療水準の向上をめざしてきた。コロナ感染の拡大
に伴い、CPC の開催自体が一時危ぶまれたが、
当院では 2020 年 6 月より Web 開催に踏み切り
当院ホームページ（https：//www.nakanosogo.
or.jp）にも案内を表示したところ、地域を越えた
参加者が日本全国から集まるようになった。これ
まで在宅医療とは無縁と考えられてきた病理解剖
を身近なものと在宅医が感じるには Web 開催の
CPC は手軽に参加	できる窓口であり、参加者の
中から自分の看取り例を病理解剖や CPC へつな
げようとする	在宅医が今後増加することを期待
したい。
　遺族側から：病理解剖で遺族の満足度も高まる
場合がある。病理解剖は臨床医にとっても日常的

行為とはいえないが、親族にとっては通常想定し
ない別世界の行為に感じられるであろう。悲嘆に
くれる中で、病理解剖という予想しないお願いを
理解して容認することは難しい場合があることは
想像に難くない2）。しかし、本研究の 5 例のうち
3 例では家族が生前に病理解剖を承諾しておら
れ、他 2 例でも病理解剖に基づく説明に共感を示
しておられ、関係者全員が病理解剖を肯定的にと
らえておられる。実際、在宅からも病理解剖への
可能性を探ろうとする本事業のことを聞いた患者
自身や家族から、病理解剖の可否についての問い
合わせが既に数件事務局に寄せられている。こう
したお気持ちを活かすためには、解剖の受け入れ
体制や費用確保に加え、今後倫理的な位置づけを
明確にして同意書等の形で手続きを整える必要が
あり、既に準備を開始している。当院では、CPC
のまとめを作成し、患者遺族へ開示しているが、
さらに論文化された学術的な業績を蓄積し、遺族
へも説明できれば病理解剖に対する理解と期待は
更に深まると期待する。	
　そうした実績を示しながら、病理解剖の
positive な面を共有できれば、本事業に対する期	
待は増加する。しかし症例 4 の遺族の指摘にある
通り、解剖後の外見の変化が、想定した範囲を越
える場合がないわけではないことを理解し、注意
深く対応する余地が残っている。

結語
在宅看取り例の病理解剖という新たな試みは困

難が多いが、CPC で症例提示まで行った在宅医
は病理解剖の意義を実感し、困難が多くても次の
機会を待っている様子を今回報告した。こうした
機会が在宅医療の日常的診療の延長として無理な
く行える制度があれば、在	宅医療の質はケアの
質のみならず、医学的な側面からも高まり、わが
国全体の医学教育、研究の基盤を充実させること
にもつながる。医療の現場でも経済原則が優先し、
効率化が	進められるのはやむをえないが、それ
だけで医療の質が担保され、健全な医学教育や研
究が発展できるかは再検討の余地が大きい。
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