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特別養護老人ホームでの人工的水分・栄養補給に関する意思決定プ
ロセス用紙作成

発 表 者 佐藤 幸浩 （富山県：かみいち総合病院NST委員会）

共同研究者 大井 亜紀、廣瀬 真由美、伊井 亮子

わりが出来た事は、今後の総合的な支援に重要

な事でした。
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【１３・今後に向けて】飯南町の基本施策を介護予

防事業に積極的に取り入れることで、住民の健

康を守りつつ、産業の発展を図るという相乗効

果が期待できます。今後はさらに社会資源を利

用し、風土・環境をいかしながら、より効果的

な介護予防を展開したいと考えます。
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当院では平成１９年度より摂食・機能訓練に取り

組み、平成２１年度嚥下外来の開設、さらに誤嚥

性肺炎により入退院を繰り返す施設入所者を減

らすことを目的に、平成２２年度より町内の特別

養護老人ホーム A（以下特養）への訪問嚥下外

来の導入を開始しました。
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このような取り組みの結果、特養よりの入院患

者は減少し、特に肺炎による入院患者の減少を

みとめています。
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再入院までの期間も長くなっており、当院での

摂食・嚥下への取り組みだけでなく、嚥下外来、

訪問嚥下外来といった取り組みの成果があらわ

れていると考えています。
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さらにこのようなかかわりの課題を探るため訪

問嚥下外来の介入があり、経口摂取が限界と判

断された症例への関わりについて特養職員へア

ンケートを実施することとしました。
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対象は A氏：人口栄養法（胃瘻）の導入を承諾

されたが胃全摘により導入できず、特養内で看

取りを行なった９０代男性。

B氏：危険な経口摂取状況の中でも家族が強く

経口摂取を望み摂取していたが誤嚥性肺炎にて

入院。経鼻栄養導入するも呼吸不全にて死亡し

た８０代男性の２名です。
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訪問嚥下外来の依頼の理由は 嚥下状態，介助

方法の評価や指導に加え、家族の希望や栄養方

法を検討するためというものもみられました。
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A氏の家族は最終的には胃瘻を造設することを

選択しました。このことに対し職員はどちらで

もないといった意見が多いものの、賛成よりの

意見や反対よりの意見もみられました。

―５２４―



�`Ò���uvw�û3�Å×
���z+EÖ½�ë¢��Ø

�525fYY��B�¦{��öö

B氏については経口摂取が困難となった時、最

終的にご家族は胃瘻を選択されませんでした。

これについては、賛成よりの意見が多くみられ

ました。
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自由記載では、A氏の看取りの経過についてよ

かったという意見が多かったものの、食べられ

ない状態をそのまま見ていく不安や、妥当であっ

たか考えたという意見がみられました。

B氏については、胃瘻を選択しなかったことに

は本人にとってよかったという意見が多かった

ものの、経口摂取に家族の認識と、施設職員の

認識の間に差があったことに言及するものがみ

られました。
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A氏については、結果的に胃瘻はできなかった

が、いったん家族が胃瘻造設を考慮したことに

対し賛成と反対が少ないながらもそれぞれみら

れました。また看取りとなり衰弱していく姿を

みていくのが辛いとの意見もありました。

B氏の家族には経口摂取への強い思い入れがあ

り「家族に正しい現状を知ってもらいたい」と

いう意見があり、危険性を認識できない家族と、

施設職員・医療者との間に溝があったことがう

かがわれました。
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人工栄養を行わない場合の看取りの過程に対し

ての施設職員の不安が大きいこと、また施設職

員と家族だけでの話し合いでは経口摂取や人工

栄養に関しての家族の意志の確認、家族との認

識の共有に苦労することがあるようでした。

そこで訪問嚥下外来を通し経口摂取に限界があ

る、または将来限界がくると考えられる入所者

に、今までは主に疾患を発症し入院後に考えら

れてきた人工栄養方法の導入や看取りといった

ことの検討を、施設入所中に、訪問嚥下外来に
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携わった病院職員と家族、施設職員とが話し合

い、共通の認識を持てるよう取り組むこととし

ました。

平成２４年６月に発表された老年医学会からの「高

齢者の意思決定プロセスに関するガイドライ

ン」を参考に人工栄養導入に関する考え方につ

いて施設利用者家族、施設職員、医療者がとも

に検討していくためのプロセス用紙を作成しま

した。

以降は最初に作成したプロセス用紙です。
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特別養護老人ホームでの人工的水分・栄養補給に関する意思決定プ
ロセス用紙作成と支援の検討

発 表 者 大井 亜紀 （富山県：かみいち総合病院）

共同研究者 佐藤、幸浩、廣瀬 真由美、伊井 亮子
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まず経口摂取ができなくなったときの延命、人

工栄養に対する現時点での家族の意見を聞き、

その人にとってどのような栄養方法がよいか、

また経口摂取の状態を客観的に評価し、医学的

にどのような方法がよいかを確認。

さらに、その人にとって人工栄養をおこなうこ

とがよいことかどうかを考え、最終的に、人工

栄養、施設での看とりをどうするかを検討して

いくような手順としました。

このプロセス用紙をもとに家族、施設職員、医

療者が話し合うことで本人にとって最もよいと

考えられる対応を導き出し、そして共通の認識

をもって対応していけるようになることを目的

としています。その後、実際の運用をおこない

ながら改変をおこなっています。

【はじめに】当院 NST委員会では、平成２１年度

より誤嚥性肺炎により入退院を繰り返す入所者

に当院より退院後に特別養護老人ホームへ訪問

し食事摂取対策・栄養管理指導を行っている。

その中で、施設内には経口摂取の継続が困難と

予想される入所者は多いが「経口摂取＝人工栄

養」と安易に選択している家族がいるのではな

いかと思われた。

そこで、人工栄養が必要と判断された高齢入所

者に人工栄養導入に対し適切な対応が必要であ

り、その対応ができるよう支援する必要がある

と考え、平成２５年３月より取り組みを行い始め

た。
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