
平成23年度に日本老年医学会より「人工栄養法導
入に関する指針（案）が作成され高齢者の終末期医
療の判断材料として注目され始めた。
当院では一施設へ訪問嚥下外来を行っており、嚥下
機能に限界があると考えられる者に、人工栄養や看
取りの関わりが入院後ではなく施設内で検討するこ
とが必要ではないかと考え本研究に取り組んだ。

経口摂取に限界のある入所者で訪問嚥下外らに依頼
のあったものに対し人工栄養法や看取りに対する関
わり方を探る。

【調査方法】
施設に勤務する職員43名に対し経口摂取が限界と
判断された A、B、2症例へ訪問嚥下外来の関わり
について A 氏は死後、B 氏は介入中にアンケート
を行った。
なお B 氏は A 氏の死後に介入を行った症例

A 氏　施設内で看取りをおこなった90代男性
B 氏　誤嚥性肺炎にて入院。全身状態の悪化で病院
にて死亡した80代男性

平成２３年度に日本老年医学会より「人工栄養法
導入に関する指針（案）」が作成され超高齢者に対
する終末期医療の判断材料の一つとして注目され
始めた。
当院では地域連携室を中心に在宅介護支援や

施設間連携を図っている。今回、訪問嚥下外来の
活動を通し経口摂取に限界があると考えられる
入所者に、入院後に考えられてきた人工栄養法
や看取りへの関わりを施設内で持つことが必要で
はないかと考えた。
そこで、超高齢者に対する倫理的介入方法と訪

問嚥下外来の役割、今後の在り方を確認したので
ここに報告する。

介護老人福祉施設入所中に
経口摂取に限界があると判断
され、施設より訪問嚥下外来へ
以来のあった 入所者・家族に
対し、人工栄養法導入の有無
や看取りに対する関わり方を
探る

１．研究期間 平成２４年１月～２月

２．調査方法

訪問嚥下外来の介入があり、経口摂取が

限界と判断されたＡ、Ｂ、２症例への訪問嚥下
外来の関わりについて、Ａ氏については死後、
Ｂ氏については介入中にアンケートを行った。

（なおＢ氏はＡ氏の死後に介入を行った症例）

３．研究対象

介護老人福祉施設に勤務する職員４３名

A氏：人工栄養法（胃瘻）の導入を予定し

ていたが身体的理由により導入せず

施設内で看取りを行った９０代男性

B氏：非常に危険な嚥下状態の中、経口

摂取を継続し誤嚥性肺炎にて入院

経鼻栄養導入するも全身状態悪化

により死亡した８０代男性

※家族が強く経口摂取を希望していた

演  題

127

介護老人福祉施設での超高齢者に対する
人工栄養法・看取りの関わりへの検討

発　表　者 大井　亜紀 富山県　かみいち総合病院

共同研究者 廣瀬　真由美、副島　和晃、佐藤　幸浩、野上　予人、浦風　雅春
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アンケート項目は参照ください。

訪問嚥下外来の目的・概要はご参照ください。

A 氏のアンケート結果

訪問嚥下外来の依頼理由は、A 氏が安全に経口摂
取を行うために介助方法や A 氏の限界を知りたい
が全体の半数をしめた。

A 氏の家族が胃瘻を承諾したことについて

賛成意見は家族の意向を重視し、反対意見には本人
の意見を重視していた。
また、全体の約7割がどちらでもないと回答し、自
分たちでは判断できないというものがあった。

１．Ａ氏の訪問嚥下外来依頼理由は何ですか

①経口摂取が可能な状態か、

または限界であるのか知りたい

②本人は経口摂取を望むので、食べさせてあげたい

③安全に食べる方法を、介助方法を知りたい

２．安全な経口摂取や栄養獲得が困難と判断され、

家族が「胃瘻」を選択されたことを、どう感じますか

３．Ａ氏は胃瘻造設できず施設での看取りと

なりましたが、施設内での看取りはどうでしたか

４．Ａ氏の看取りまでの経過はいかがでしたか

１．Ｂ氏の訪問嚥下外来依頼理由は何ですか
①経口摂取が可能な状態か、

または限界であるのか知りたい
②本人は経口摂取を望むので、食べさせてあげたい
③安全に食べる方法を、介助方法を知りたい

２．Ｂ氏が安全な経口摂取や栄養獲得困難と判断され
家族が「胃瘻」を拒否されたことを、どう感じますか

３．Ｂ氏が栄養獲得が困難となった場合
胃瘻は必要だとおもいますか

４．誤嚥の危険性があるB氏を今後、胃瘻造設せず
看取ることになった場合の思いはいかがですか

地域連携を図る特別養護老人ホームへ出向
き、摂食・嚥下機能評価や栄養管理に対する
助言

施設利用者が訪問嚥下外来を窓口として
定期的に診察、嚥下機能評価をうけ、ケアや
食事介助方法を定着化させることで、嚥下
障害による誤嚥性肺炎や低栄養を早期に
発見し重症化を防止

施設職員への摂食・嚥下障害への意識づけ

毎月1回（第3金曜日）施設訪問

担当者 内科医 脳神経外科医

看護師2名 言語聴覚士

診察内容

問診 ＶＥ（簡易嚥下内視鏡）

間接評価（口腔機能チェック）

直接評価

（改定水飲みテスト・フードテストなど）

１．訪問嚥下外来依頼理由
経口摂取の

限界

25%

経口摂取希望

19%
介助方法

30%

家族の希望

9%

誤嚥の程度

11%

栄養方法の

検討

6%

安全に食べる方法を知りたい

これで、
食べれるの？

反対

2%

やや反対

14%

どちらでもない

74%

やや賛成

5%

賛成

5%
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A 氏の看取りに対する思いでは

達成感と充実感を示すものに対し、全体の10% は
「死」への不安や悲しみをあげた。

A 氏の看取りまでの経過

半数は良いと回答したが、2割は「何もできなかっ
た」「気持ちにこたえられなかった」など罪悪感を
感じていた。

B 氏アンケート結果

訪問嚥下外来の依頼理由は介助方法の助言が最も多
く、誤嚥の危険性を感じていた職員からは「家族
に正しい現状を知ってもらいたい」という回答が
多かった。

B 氏の家族が「胃瘻」を拒否したことについて
賛成・やや賛成は全体の半数を占め、「家族が経口
摂取を強く望むため家族の意見を尊重した」もの
が多かった。
どちらでもないと回答した中には、家族が施設職員
の意見を聞いてくれないから・・という意見もあっ
た。

反対

6%
やや反対

5%

どちらでもない

46%

やや賛成

27%

賛成

16%

最期まで食べられて
良かった！
住み慣れた場所での
最期で良かった！

死に対する
不安・悲しみ

悪い

3%

やや悪い

17%

どちらでもな

い

26%
やや良い

34%

良い

20%

100％気持ちに
こたえられなかった

最期は何も
できなかった

１．訪問嚥下外来を依頼した理由

経口摂取の限界

18%

経口摂取希望

15%

介助方法

23%

家族の希望

16%

誤嚥の程度

22%

栄養方法の検討

6% これで、
食べられるの？

Ａ氏の2倍

少しでも安全に
食べてもらいたい

どちらでも

ない

36%

やや賛成

20%

賛成

44%

反対、やや反対 ０％

家族が意見を
聞いてくれない
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B 氏は栄養獲得困難な状態であり「胃瘻」導入の
有無についてでは
不要・やや不要が半数をしめ「高齢」「B 氏の強い
介護抵抗」といった管理面での問題も聞かれた。
p

B 氏が胃瘻造設せず施設での看取りとなった場合に

ついて

家族が意見を聞いてくれないことへの不満や、A
氏の看取り体験から「精神面での苦痛」をあげ反
対意見もあった。

【考察】

A 氏の経過から「施設内での看取り」は可能であっ
たが、医療現場ではない場での「人の死」には、
悲しみや罪悪感、疲労感・不安・恐怖感などが存在
した。しかし、自由記載より、看取りが決まってか
ら家族とより気持ちが通じ合った、A 氏の場合は
これで良かったという意見もあり、看取りを行う施
設職員が「住み慣れた場での最期」「自分たちの介
護に間違いがなかった」「これが自然な人の死であ
る」と言う安心感や達成感を持てるような介入が
可能となれば施設内での看取りが行っていけるので
はないかと考える。

B 氏に対して施設職員は経口摂取が危険と認識して
いた。しかし、家族には経口摂取への強い思い入れ
があり、安全な経口摂取を行うための施設職員から
の意見を聞き入れることなく独自の介助方法を継続
した。入院後 B 氏は経口摂取を諦め、人工栄養を
開始することになったが、この背景には B 氏の家
族が「B 氏の妻のために一日でも長く生きていて
もらいたい」という強い思いがあったことを入院

不要

24%

やや不要

29%

どちらでもない

42%

やや必要

5%

必要 ０％

家族の
意思・意向

反対

5%
やや反対

5%

どちらでも

ない

42%

やや賛成

32%

賛成

16%

家族が意見を聞いてくれない
Ａ氏の経験から

「精神的」に辛い

Ａ氏の経過から「施設内での看取り」は
可能であったが、医療現場ではない場で
の「人の死」には、悲しみや罪悪感、また
疲労感・不安・恐怖感などが存在する。

看取りを行う施設職員が「住み慣れた
場での最期や介護に 間違いがなかっ
た」「これが自然な人の死である」と言う
安心感や達成感を持てるような介入が
可能となれば施設内での看取りが行って
いけるのではないかと考える。

Ｂ氏に対して施設職員は経口摂取が危
険と認識していた。しかし、家族には経口
摂取への強い思い入れがあり、安全な経
口摂取を行うための施設職員からの意見
を聞き入れることなく独自の介助方法を継
続した。

この背景にはＢ氏の家族が「Ｂ氏の妻の
ために一日でも長く生きていてもらいたい」
という強い思いがあった。これは入院後、
初めてわかり、家族との認識の相違がある
場合には、利用者と家族の背景を良く知り
考える必要があることを示している。
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後、初めて知り、このように少しでも家族との気持
ちや認識の相違がある場合には、利用者と家族の背
景を良く知り考える必要があることを示している。

そこで、A・B 氏の関わりから、看取りや人工栄養
の導入を施設にいる間からも考え、本人・家族の思
いがこもった最期が迎えられるようにすることが必
要である。
そのためには皆の意思を統一し看取りや人工栄養の
導入を検討する時間を施設内で持つ取り組みが必要
であり、訪問嚥下外来はこの取り組みの一助になれ
るのではないかと考えている。

施設内での看取りは、施設職員の身体的・精神的・
社会的苦痛を軽減し安心感・達成感を持てるような
関わりや介入が行えれば看取りを行っていける可能
性が示唆された。
訪問嚥下外来での関わりは経口摂取が困難となった
施設利用者の今後の方針について関与できる可能性
がある。

最後に現在、看取り・人工栄養について介入し、約
半年たち、施設職員から「人の自然な死」「どんな
最期が迎えたいのか」「食べられる間にどうしてあ
げるのがいいのか」を考えるようになったなどの
意見が聞かれました。
当初は、誤嚥性肺炎による入退院の減少を目的に始
めた訪問嚥下外来でしたが、利用者にあった最期を
迎えるための取り組みが行われ始めました。しかし、
人の最期は自分ひとりの判断で決定できるものであ
りません。皆が同じ気持ちで取り組んでいけるよう、
この訪問嚥下外来を継続していきたいと思っていま
す。

Ａ・Ｂ氏の関わりから、看取りや人工
栄養の導入を検討する場が医療現場
ではなく、施設にいる間からも検討がで
き、本人・家族の思いがこもった最期が
迎えられるようにすることが必要である。

そのためには皆の意思を統一し看取り
や人工栄養の導入を検討する時間を施
設内で持つ取り組みが必要であり、訪問
嚥下外来はこの取り組みの一助になれ
るのではないかと考えている。

施設内での看取りは、施設職員の身体
的・精神的・社会的苦痛を軽減し安心
感・達成感を持てるような関わりや介入
が行えれば看取りを行っていける可能
性が示唆された

訪問嚥下外来での関わりは経口摂取
が困難となった施設利用者の今後の方
針について関与できる可能性がある

嚥 下 内 視 鏡 （ＶＥ）

食べられなくなってからではなく、
食べられる間に、どうしてあげるのがいいのか

考えるようになりました。

口腔ケアに対する意識変化も出てきました。
安全に食べるためにはまず、口腔ケアですね！

どんな最期が迎えたいのか、考えてあげることで
看取りに対しても皆で前向きに考えられてます。

今までは、食べられなくなった人は胃瘻だけど、
人の自然な「死」を考えるようになりました。

平成24年9月訪問嚥下外来にて
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