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原　著

緒　　　言

　ペルオキシソームは、エーテルリン脂質と胆汁酸の生
合成、脂肪酸のα酸化とβ酸化、グリオキシル酸の分解、
過酸化水素やスーパーオキシドなどの活性酸素類の代謝
など、代謝経路で重要な役割を果たす。ペルオキシソー
ム生合成障害は、ペルオキシソーム形成因子（PEX）遺
伝子のいずれかの変異により、機能が完全もしくは部分
的に機能低下する疾患である₁︶。PEX遺伝子の異常によっ
て引き起こされる ZSSには、古典型 Zellweger症候群
（ZS）、新生児副腎白質ジストロフィー（NALD）、およ
び乳児 Refsum病（IRD）がある。ZSSの最も重症な形
態である ZSは、生後 ₁年以内に死に至ることが多い。
新生児期の ZS患者は、典型的な顔貌異常、筋緊張低下
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要旨：Zellweger症候群（ZS）は、Zellweger症候群スペクトラム（ZSS）の中で最も重症の疾患であり、常染色
体劣性遺伝疾患である。重症型の ZS患者は、特異顔貌、筋緊張低下を伴う重度の精神運動発達遅滞、肝機能障
害および骨格欠損を示すことが多く、特に難治性痙攣はコントロールが難しく、在宅管理では困難が多い。我が
国における小児緩和ケアは、まだ一般的に広がったとは言いにくいものの、次第にそのあり方が体系的に議論さ
れるようになってきている。我々は ZSの同胞例に対して緩和ケアを行った。₁例目は、在宅での看取りではなく、
病院での看取りを選択した。₂例目の症例では、₁例目の経験から、家族が地域のかかりつけ医の協力を得て、
最期まで在宅で緩和ケアを継続し、看取りができた。家族に看取られての最期は、人の尊厳と家族の愛に包まれ
たものであり、時に笑顔が見られ、その後の家族の立ち直りにも大きく寄与した。家族の不安をできる限り取り
除くことが重要であった。今回、我々の重症型の Zellweger症候群に対する在宅緩和ケアの経験では、主として
基幹病院を中心とした地域の協力基盤を活用することが重要であり、専門的な医療者、ソーシャルワーカー、訪
問看護ステーション、在宅訪問診療医など地域サポートシステムの構築が重要なポイントであった。
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および痙攣発作を伴う重度の精神運動発達遅滞、肝機能
障害、および骨格欠損を示すことが多いとされる₁︶。こ
のような治療困難な難治性の先天代謝異常症に対しては、
時に緩和的医療を必要とする場合がある。
　緩和ケアは ₁₉₈₇ 年以来、医療における専門分野とし
て認識されてきた。小児医療においては、少しずつ体系
化されてきているが ₂︶、日本ではまだ一般的とは言えな
い。しかし、最近は患児とその家族において緩和ケアの
必要性が体系的に考えられている。特に ZSのように治
療不可能な先天代謝疾患の患児にとっては積極的に考慮
されるケースも散見される。我々は ZSの同胞例を経験
し、特に ₂例目の症例では家族と一緒に緩和ケア計画を
立て、家族とかかりつけ医の協力により在宅緩和ケア及
び自宅での看取りを行うことができたため報告する。

症　　　例

［症例 1］
　患者は ₂か月の女児である。子宮内発育遅延を認め、
在胎 ₃₇ 週、出生体重は ₁₈₆₆ g（－₂.₄₂ SD）、帝王切開
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にて出生し、他院の新生児センターで管理された。児は
呼吸障害を認め、痙攣発作、尿細管性アシドーシス、膝
関節の石灰化および脳室拡大を呈していたため、ZSを
疑われて当院新生児センターへ転院となった。岐阜大学
で実施された遺伝学的解析の結果、PEX₁ 遺伝子の複合
型ヘテロ変異（c.₂T＞G p.₁Met₁Arg/c.₂₆₁₄del）を認め、
臨床経過と合わせて重症型 ZSの診断となった。根本的
な治療法はなく、余命も限られることを家族に説明し、
支持療法を行った。進行する胆汁鬱滞性肝障害に加えて
頻回の無呼吸発作があり、治療に難渋したが、抗てんか
ん薬投与によりコントロールできたことから、生後 ₂ヶ
月目より新生児チーム、小児神経専門医チーム、在宅支
援チーム、遺伝カウンセリングチームを中心とした検討
を行い、主治医と家族の間で話し合いを重ねて、在宅管
理の方針となった。住居近くには、小児在宅支援の経験
のある拠点施設はなかったが、成人の領域で地域の信頼
の厚い訪問看護ステーションに依頼をして、退院前に頻
回のミーティングを行った。また、当院より定期的に小
児科医を派遣している内科小児科クリニックで細かく健
康状態をチェックする手配を行った。徐々に肝機能が悪
化し、痙攣コントロールも不良となり、呼吸不全状態と
なった。主治医が自宅へ訪問して看取りを行う場合も想
定されていたが、連絡を受けた訪問看護師が主治医に家
族の不安な状況を報告し、当院へ搬送を選択した。搬送
後、₁歳 ₁ヶ月時に肝不全と呼吸不全により死亡した。

［症例 2］
　患者は ₁ヶ月の女児で、症例 ₁の同胞である。出生前
診断を希望されず、妊娠経過をフォローされていた。妊
娠 ₃₀ 週で軽度の脳室拡大が認められたが明らかな異常
は指摘されていなかった。在胎 ₃₈ 週に選択的帝王切開
で出生した。出生体重は ₂₅₈₂ gであった。児は筋緊張
低下、哺乳不良、痙攣発作および特異顔貌を認めた。児
のレントゲン検査において、膝関節に点状の石灰化を認
め（Figure ₁）、超音波検査で脳室拡大を認めた。遺伝
子解析により ₁例目と同じ遺伝子変異が判明した。第 ₁
子同様に、両親は在宅での緩和ケアを希望された。前回
の反省を元に、訪問看護ステーションに加えて、地域で
信頼のある医療施設に対し在宅緩和ケアと訪問診療を依
頼した。通常は成人を対象とした施設だが、数回の話し
合いの後、₁）在宅医が対応困難な時間帯は大学の医師
が対応すること、₂）定期的な在宅診療に加えて小児科
診療のアドバイスを行うために小児科医も定期的に在宅
訪問を行うこととし、在宅緩和ケアへの協力が得られた。
訪問看護ステーション、在宅医、在宅支援センター、小
児科専門医、新生児専門医などと合同会議を開き、緩和
ケアの計画を作成した。第 ₁子と同様に週 ₃－₄回の訪
問看護および在宅医の訪問診療を実施したが、さらに本
症例では小児科医らも週に数回、手分けをして訪問診療
を行うことで、在宅での安定した管理が可能となった。

在宅での緩和ケアは ₁ヶ月続き、児の状態が悪化して亡
くなる直前は連日訪問診療を行い、家族の強い希望もあ
り、訪問診療医と訪問看護師が在宅のまま児を看取った。
₂例目の臨床経過を図 ₂に示す。大学病院、訪問診療医、
訪問看護師がお互いに役割を補うことで、患者家族の希
望に沿った在宅での看取り医療が達成された。

考　　　察

　今回、我々は ZSの同胞 ₂例の緩和ケアを経験した。
出生後は、いずれも新生児センターに入院して全身管理
を必要とした重症型 ZSであった。治療については臨床
遺伝専門医を含む遺伝カウンセリングチーム、新生児専
門医のチーム、神経専門医チーム、在宅医療支援チーム、
肝疾患専門医チーム、ME機器センター、薬剤部との合
同会議を重ね、さらに「重篤な疾患を持つ新生児の家族
と医療スタッフの話し合いのガイドライン」の理念に従
い、医師、看護師、在宅支援センターなど多職種が、両
親と頻回に意見交換を重ねることで、方向性がまとまっ
ていった。₁例目は大学病院の在宅支援を中心として管
理を行ったが、最期の在宅看取り体制が不十分であった
ことから、病院で看取りを行った。₂例目は、₁例もサ
ポートを行った在宅支援センターの訪問看護師に加えて、
地域の信頼が厚い在宅医のサポートを加えることにより、
家族の希望に沿った自宅での最期を迎えることができた。
　ZSは、Brownらが ₁₉₆₄ 年に発表した最重症型（古典
型）の場合、多くは ₁歳までに死亡するとされた。しか
し、その後の研究により、同じ PEX遺伝子を原因とし、
より軽症で長期予後も期待できる NALDと IRDの ₃つ

図 1．症例 ₂の膝関節の異常石灰化
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からなる ZSSとして認識されるようになった。ZSSの ₃
つの疾患には明確な基準はないが、本症例の表現型は最
重症型であり、その後の新生児センター入院中の経過か
らも厳しい生命予後が予想された。共に同胞であり、同
じ遺伝子異常を起因としているが、病状の進行は第 ₂例
目が強く、早期に痙攣コントロール不良と肝不全が進行
して他界した。本疾患の遺伝子変異と表現型の相関につ
いては、従来は遺伝子検査での重症度判定が困難とされ
ていたが、PEX₁ については知見が蓄積してきている。
広範囲な欠失やフレームシフト変異はペルオキシソーム
構成因子タンパクの完全欠失につながるため、重症型と
なる。一方で、ミスセンス変異など一部機能が温存され
ている場合には軽症型となる場合が認められている。こ
の患者では患者の病状に一致した PEX1遺伝子に重症型
変異を認め、病状に加えて遺伝子検査は患者の治療方針
決定の重要な因子であると考えられた。
　緩和ケアは成人と同様に小児にも必要とされる医療で
あるが、成人、小児のいずれの場合もその対象はがん患
者である場合が多い₇︶。小児における緩和ケアの対象疾
患は、生命を脅かされているこどもたち（Life-threaten-
ing conditions）、生命が限られているこどもたち（Life-
limiting conditions）とされている。生命を脅かされてい
るこどもたちの代表疾患としては、小児がん、心不全、
神経筋疾患、代謝性疾患、重度脳性麻痺などが挙げられ
るが、がん患者以外の小児における緩和ケアは一般的で
はない。余谷らの報告よると、成人の緩和ケアチームに
おいて、小児の緩和ケア経験がある施設は全体の ₁₅％
であるが、小児がん患者のみが対象であり、非がん患者
や ₁歳未満の小児の緩和ケアを経験している施設はな

かったとされ、小児の緩和ケアチームにおいても、₉₀％
以上の施設でがん患者への緩和ケアの経験があるのに対
し、非がん患者では ₁₅％、₁歳未満の小児への緩和ケア
の経験がある施設は ₃₁％にとどまったとされる₇︶。これ
らのことから、小児を専門とする緩和ケアチームであっ
ても、非がん患者への緩和ケア介入経験は少なく、また
₁歳未満の乳児への緩和ケアの提供も少ない現状と言え
る。今回、我々が経験した症例と比較して、がん患者は
予後の予測が比較的明らかなために緩和ケア介入がしや
すいが、先天代謝異常や神経疾患など非がん患者では予
後予測が難しく、また状態が不安定で変化しやすいこと
も緩和ケア介入の難しさの理由と考えられた。
　治療困難な先天代謝疾患の患児の緩和ケアに関する報
告はいくつかあるが₄︶ 我々の症例では成人領域で基盤が
樹立されていたシステムを利用して在宅緩和ケアを成功
させた地域サポートシステムの構築が特徴的であると考
えられた。小児の在宅移行支援には、院内のサポートシ
ステム、地域のサポートシステムの双方が重要であり、
加えて今回のような緩和ケアを目的とする場合には、さ
らにアドバンス・ケア・プランニング（ACP）が重要と
されている₈︶。₁ 例目の症例は他院で出生後、新生児セ
ンターに ₃か月ほど入院した後に当院へ紹介となってお
り、確定診断に ₃か月を要した。一方、同胞である ₂例
目は、妊娠期を含めてすでに家族内での話し合いが進ん
でおり、₁例目の経験から家族の疾患自体の理解が十分
できていたことが大きい。そのため、在宅緩和ケアも含
めて ₁例目よりも早い段階から家族に対する ACPを行
うことができたことも、在宅での看取りにつながったと
考えられた。さらに、本症例の居住地は小児科医が少な

図 2．在宅緩和ケアを行った症例 ₂の臨床経過

Lactulose
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い市外地域であったが、その地域ですでに信頼をされて
いる在宅訪問看護師および在宅訪問医が入院中から介入
し、在宅から看取りまでを一貫してサポートできた点も、
家族の希望であった在宅での看取りを成功させることが
できた要因の一つと考えられた。ただし、実際の臨床で
は、様々な要因から家族側から申し出できない場合も想
定される。Benderらの報告によれば、小児緩和ホーム
ケアを受けた小児患者・家族の大部分が在宅ケアによる
看取りを希望していたと報告している₃︶。このような小
児に対する緩和ケアを一般的に実施できるためには、情
報共有ともに日本小児科学会 小児医療委員会が行って
いる小児在宅医療実技講習会などの専門的な育成の取り
組みも重要といえる。

結　　　語

　先天代謝異常症の患児に対して、在宅緩和ケアを行っ
た症例を経験した。今回の症例では在宅緩和ケア導入時
は生後 ₃か月であったが、かかりつけ医や訪問看護ス
テーションの協力を得て、家族の希望に沿って在宅緩和
ケアを行い、自宅で看取ることができた。すでに地域で
確立されている基盤を活用することで、小児難病の在宅
緩和ケアを広げるきっかけとなる可能性がある。
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　Zellweger syndrome（ZS）is the most severe form of Zellweger syndrome spectrum（ZSS）, causing death 
almost within the first year of life. Patients with ZS in the neonatal period often present typical dysmorphic features, 
severe neurological dysfunction with hypotonia and　occasional　seizures, liver dysfunction and skeletal defects, 
and may fail to thrive. Palliative care for children is not popular in Japan, and only recently has this facet been 
thought about for children and their families in a structured way. We examined cases of two siblings with ZS, and 
with their family, took palliative home care for the second case. We prepared a home medical care support plan and 
implemented it with the help of the family and a doctor from a support hospital of home care. Palliative home care of 
children will become more necessary, especially for rare diseases such as congenital metabolic syndrome. If the 
parents of a patient with a life limiting disease want to care for them at home, such a facility should be made avail-
able to them by involving appropriate medical professionals and social workers. Educational programs in palliative 
home care will be needed for medical professionals to improve quality of life of the child and family.


