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はじめに

Ａ病棟の入院患者の平均年齢は81.5±2歳と高く、
疾患の憎悪や環境の変化により精神的・身体的
機能の低下に至る患者は多い。
中でも摂食・嚥下障害により経口摂取が困難と
なった際、精神的機能低下した高齢者は意思決定
が困難であり、医療者・家族にとって難しい問題
となる。

ＮＳＴ委員会を中心に高齢患者の「その人らしい
最期を支える」ことを目的に多職種で関わり、人
工栄養の導入を家族と共に考え、高齢患者にでき
る支援を検討したので報告する。

はじめに
　A病棟の入院患者の平均年齢は81.5±２歳と高く、
疾患の増悪や環境の変化により精神的・身体的機能
の低下に至る患者は多い。中でも摂食・嚥下障害に
より経口摂取が困難となった際、精神的機能が低下
した高齢者は意思決定が困難であり、医療者・家族
にとって難しい問題となります。
　今回、NST委員会を中心に高齢患者の「その人
らしい最期を支える」ことを目的に多職種で関わり、
人工栄養の導入を家族と共に考え、高齢患者にでき
る支援を検討したので報告します。

目 的

経口摂取のみでは栄養管理が困難と

判断された高齢患者にとって、最善の

医療とは何を考え、その人らしく生活

できるためのプロセスをチームで支援

する

目的
　経口摂取のみでは栄養管理が困難と判断された高
齢患者にとって、最善の医療とは何を考え、その人
らしく生活できるためのプロセスをチームで支援す
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・人口21,640人、高齢化率31.7%の
上市町に位置する公立病院

・病床数219床
(一般111床・回復期48床・精神科60床)

・平成25年に回復期リハビリテーション
病棟が開設され、急性期から回復期、
在宅医療まで切れ目のない支援体制
に取り組んでいる。

　私の勤務先の上市町は人口２万1640人であり、高
齢化率31.7％の超高齢化の町です。かみいち総合病
院は平成25年に新しく回復期リハビリテーション病
棟が開設されました。最近では月９の「恋仲」の撮
影にも上市町が起用されちょっとした話題になって
います。
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る。

方 法

1. 研究期間 平成27年2月～4月

2. 研究方法 経口摂取のみでは生命維持が困難と判断

された高齢患者5名に対し、家族へ多職

種から病状と生活状態、嚥下評価、退院

支援などのアプローチを行ない、今後に

ついて家族と共に出来る支援を検討した

3. 面談方法 面談には医師・担当看護師・NST委員

会・保健師（地域連携室退院支援担当）

が参加する。

※嚥下評価は言語聴覚師、NST委員会を中心に行う

方法
　研究期間、研究方法、面談方法はスライドをご参
照ください。（５秒くらい待つ）

対象患者

1. A氏80歳台女性 認知症

家族：長男（養子）夫婦

2. B氏70歳台女性 統合失調症・認知症

家族：兄

3. C氏90歳台女性 廃用症候群・認知症

家族：姉妹

4. D氏90歳台女性 脳血管疾患・認知症

家族：長男夫婦

5. E氏90歳台男性 循環器・呼吸器疾患

家族：長男夫婦 娘

対象患者
　70 ～ 90歳代の男女５名であり、そのうち４名は
認知症があります。詳しくはスライドをご参照くだ
さい。（５秒くらい待つ）

結 果

1. 自らの意思を伝えることができない患者4名の家族
（A・B・C・D氏）へ多職種から適切な情報の提供

と説明がされたことで、自宅への退院も考慮したう
えで、退院先に応じて選択可能な人工栄養を提供で
きた。

2. 「家に帰りたい」という自らの意思を伝えられた
1名の家族（E氏）は中心静脈栄養による療養型への

転院を希望していたが、本人の意志を尊重し、多職
種から医療・看護・介護面の情報を提供し、十分理
解した上での自宅退院・在宅看取りを選択された

結果
　自らの意思を伝えることができない患者４名の家

族へ多職種から適切な情報の提供と説明がされたこ
とで、自宅への退院も考慮したうえで、退院先に応
じて選択可能な人工栄養を提供できました。
　「家に帰りたい」という自らの意思を伝えられた
１名の家族は中心静脈栄養による療養型への転院を
希望していましたが、本人の意思を尊重し、多職種
から医療・看護・介護面の情報を提供し、十分理解
した上での自宅退院・在宅看取りを選択されまし
た。

＜A氏の経過＞
誤嚥性肺炎にて入院。認知機能の低下により食事摂取を拒否するように
なり、今後の退院先も含め栄養管理を目的とした人工栄養導入を検討

 人工栄養を受け入れないという判断は心理的に抵抗が強く、
負担が大きかった為、面談も家族に寄り添い、Ａ氏の今後を
理解し選択できるよう支援した。

積極的な治療は望まず、
現状を維持し退院先を見つけたい

家族はCVC管理を行い希望する
病院への転院を希望する

CVCのルート感染により他の人工栄養は可能
か検討するも強度の認知症により鼻腔栄養・
胃瘻などは危険があり困難と判断
家族も説明に理解を示しCVCでの転院を希望

年齢も年齢なので
積極的なことは
希望しません

転院に必要な条件は
全てしてもらっていいです
家ではどうしても

看れないので

　自らの意思を伝えることができない患者４名のう
ち、A氏の場合、強度の認知症があり人工栄養導入
は厳しい状態であった為、家族と何度も面談を行っ
たが、A氏との間に血縁関係はなく「転院先に必要
なことは全てしてください、家ではみれないので」
という意見もあり判断には心理的負担が大きかった
為、面談後も家族に寄り添い、A氏の今後を理解し
選択できるよう支援を行いました。最終的にCVC
での療養型病院へ転院されました。

＜B氏の経過＞
統合失調症・認知症により意思疎通できず、摂食も困難となり

今後の退院先も含め栄養管理を目的とした人工栄養導入を検討

面談当初は病院側に任せていたが、転院先の不安感の訴えあり、
転院先の情報提供を行い家族に寄り添いながら、よりよい栄養
方法と転院先を決定

自ら判断することはでき
ないと話し決定も放棄し
たため、保留

２回目も決定を放棄
そのため、チーム内で今後を検討した結果、療養型へ
の退院が適当と判断し弟に進め、考えてくるよう説明

胃瘻を選択し療養型病院への転院を決定
しかし、弟は入所していた施設に対し不信感を持っており、
他でも同じようなことが起こることに不安を感じていた。
弟の不安をチーム内で共有し安心して転院先を選択できる
よう支援した

自分は何もわからん病院
でも施設でもいいから、
あんたら決めてくれ

　B氏の場合は、家族は弟のみであり「自分は何も
わからん。病院でも施設でもいいから、あんたら決
めてくれ」というように面談当初は病院側に任せて
いたのですが、転院先へ「ちゃんとB氏を看てくれ
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るんだろうか」等不安感の訴えあり、転院先の情報
提供を行い家族に寄り添いながら、最終的に胃瘻を
選択され療養型病院へ転院されました。

＜C氏の経過＞
重症心不全にて入院。治療により心疾患は改善するも、
廃用の進行により嚥下機能低下から人工栄養の検討

「なにもしない」ということへの罪悪感を感じていた家族
の心理面を理解し、支えながら最善の栄養方法を提示した。

身体的な苦痛が生じることは望まないとした。
しかし、人工栄養についてはっきりとした返
答はなかった

「何もしない」ことへの心理的な抵抗もあり、
苦痛が少なく、身体的に負担の少ない人工栄養
を希望したため、経鼻経管栄養の導入を提案し
た。経鼻経管栄養での療養型病院への転院を希
望した

「なにもしない」ことはできません。私たちが見放
した感じもするし…。もしするなら、身体に傷をつけ
たりしないで、辛いことがないようにしてほしい

　C氏の場合、家族は甥・姪のみであり、家族から
は「なにもしないことは私達が見放した感じもする」
という訴えが聞かれ、「なにもしない」ことへの罪
悪感を感じていた家族の心理面を理解し、支えなが
ら最善の栄養方法を提示し、家族が希望していた身
体的に負担の少ない経鼻経管栄養を選択され、療養
型病院へと転院となりました。

＜D氏の経過＞
脳梗塞を発症し入院。右半身麻痺・強度の嚥下障害があった。

高齢でもあり入所していた施設での看取りも可能であることを説明し
今後の退院先をふくめ人工栄養導入の検討

家族の気持ちに寄り添い、どのような方法でも患者には

帰る場所があるという情報提供を行い、家族が患者の
その後の生活を安心して任せられるよう支援した。

右半身麻痺や嚥下障害から寝たきりの状態に
なること、経口摂取も困難であることを説明
し、退院先をふまえ家族で人工栄養を行うか
否かを相談してくることとした

「残りの時間を出来る限りの事をしてあげたい」
胃瘻での療養型病院への転院を希望

帰るところがなくなるのが一番困りますこれから、
どうするのが良いか家族で話し合ってみます

このまま何もしないでいるなんて可哀そう。
駄目もとで、できる限りはしてやりたいです。
そんなに永い時間はありませんし…

　強度の嚥下障害があったD氏の場合、家族の「そ
んなに永い時間はないけど、できる限りのことはし
てあげたい」という気持ちに寄り添い、どのような
方法であっても患者には帰る場所があるという情報
を提供し、家族が患者のその後の生活を安心して任
せられるよう支援しました。２回目の面談では胃瘻
を選択され療養型病院への転院を希望されました。

＜E氏の経過＞
E氏は誤嚥性肺炎にて入院し精査の結果、強度の嚥下障害を認めた。

「何もしないのはかわいそう」「少しでも永く生きてほしい」という
家族の意向により人工栄養導入を検討

本人の希望を最優先し、家族の協力性、介護力、環境を判
断し、多職種と情報交換を行い、患者にとって最も良い選
択をできるよう支援した。

娘の「食べられない」という実際に理解が得られず
人工栄養については保留

嚥下評価を基に嚥下障害の程度を説明し経口摂取
のみでは身体機能を支えていくことが難いしいこ
とを伝え人工栄養を考えるよう説明

呼吸・全身状態が悪化し、早急に栄養獲得方法を
検討する必要に迫られ、苦痛の少ない方法での栄
養管理を希望されCVCを選択された。
また、療養型病院への転院を希望した

E氏より「家に帰りたい」という強い希望があり、
一度はCVCでの転院を考えた家族であったが、E氏の
強い思いを受け止め、在宅療養への移行が決定した

本人が望んでいるなら、
もうそんなに永い命でも
ないと思うのでそうして
やりたい
本人の妻も家で看取った
のでそうします

　自らの意思を伝えられたE氏の場合、最初は家族
は中心静脈栄養による療養型への転院を希望してい
たのですが、本人の「家に帰りたい」という強い意
志を尊重し、家族の協力性、介護力、環境を判断し、
多職種と情報交換を行い、患者にとって最も良い選
択をできるよう支援しました。

考 察

全ての患者家族において人工栄養導入の有無を
病院側に委ねたいと希望する家族が多かった。
そこには、患者と意思疎通が困難なため、自分
達が勝手に今後を決定していいのか判断に迷う
という背景があげられた

家族は“何もしない=命の終わり”を選択する
ことに罪悪感を感じているため、医療者は家族
の心理面を理解し支え、患者・家族にとっての
最善は何かを考え、思いに寄り添い、その人ら
しく最期を迎えられる選択ができるように支援
していく必要があると考えた

考察
　全ての患者家族において人工栄養導入の有無を病
院側に委ねたいと希望する家族が多くいました。そ
こには、患者と意思疎通が困難なため、自分達が勝
手に今後を決定していいのか判断に迷うという背景
があげられました。
　家族は「何もしない＝命の終わり」を選択するこ
とに罪悪感を感じているため、医療者は家族の心理
面を理解し支え、患者・家族にとっての最善は何か
を考え、思いに寄り添い、その人らしく最期を迎え
られる選択ができるように支援していく必要がある
と考えました。
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家族の「できる限りのことはしてあげたい」とい
う思いを尊重し、患者にとって最善の医療をチー
ムで検討・提供したことで、その人らしい生活や
その人にあわせた支援が可能となった

早期からチームで関わり多職種と連携することで、
退院まで切れ目のないケアを提供することが可能
となった。また、多くの情報を共有する事で家族
も安心して支援を受けることができた

患者・家族にどのような希望や欲求、不安がある
のかを読み取り、その思いを受け止め、満足の行
く看護の提供をしていくことが大切である。

　また、家族の「できる限りのことはしてあげた
い」という思いを尊重し、患者にとって最善の医療
をチームで検討・提供したことで、その人らしい生
活やその人に合わせた支援が可能となりました。
　そして、早期からチームで関わり多職種と連携す
ることで、退院まで切れ目のないケアを提供するこ
とが可能となりました。また、多くの情報を共有す
ることで家族も安心して支援を受ける事ができたと
考えます。
　高齢患者にとって、最善の医療とは何を考え、そ
の人らしく生活できるためのプロセスをチームで支
援するためには、患者・家族にどのような希望や欲
求、不安があるのかを読み取り、その思いを受け止
め、満足の行く看護の提供をしていくことが大切で
あると考えました。

結 論

1. 連携を図ることで家族に必要な情報を提
示することができ、選択の幅が広がった

2. 必要な情報を提供したことで意思決定、
栄養管理、退院・生活支援などその人に
あわせた支援ができた

3. チームで患者、家族に関わることで意思
決定から退院まで切れ目のない支援を行
うことが可能となった

結論　
　多職種チームで連携を図ることで家族に必要な情
報を提示・提供することができ、選択の幅が広がり
意思決定、栄養管理、退院・生活支援などその人に
合わせた支援ができた。
　多職種チームで患者、家族に関わることで意思決
定から退院まで切れ目のない支援を行うことが可能

となった。
　ご静聴ありがとうございました。




