
高齢者の胃瘻とケア特集 1

　本稿では，高齢者の胃瘻造設に関する

意思決定支援について，意思決定そのも

のを困難にする要因，高齢者の意思が不

確かな場合の代理意思決定のプロセス，

そして，医療者による意思決定支援の方

法について解説します。また最後に，筆

者の研究結果から，意思決定支援の効果

と重要性について説明します。

高齢者の胃瘻造設に関する
意思決定支援はなぜ難しいのか
　読者の皆さんは，日常の仕事の中で，

高齢者やその家族に対して，胃瘻を造る

か否か，その決定を支援する機会がある

と思います。その際，高齢者の意思決定

を支援することは難しいと感じられるこ

とが多いのではないでしょうか。その難

しさの正体は，「高齢者本人の意思の不

確かさ」と「胃瘻造設することの効果の

不確かさ」にあります。不確かさとは，

「はっきりしない」ということです。

◆代理意思決定者による判断の難しさ
　まず，「高齢者本人の意思の不確かさ」

について考えてみましょう。高齢者が，

元気で自分の意思をはっきりと伝えられ

る場合，または，文書などで自分の意思

を明確に記している場合は，本人の意思

に基づいて決定すればよいので，あまり

難しくはありません。しかし，胃瘻造設

を検討する場面というのは，往々にして

高齢者本人の身体面の衰弱や認知機能の

低下などがあり，本人が自分の意思を伝

えられないことが多いです。そのため，

本人に代わって決定する家族などの近親

者（＝代理意思決定者）は，本人は胃瘻

造設することを望んでいるのか，いない

のか，本人にとって胃瘻造設することは

良いのか悪いのかと悩むことになります。

また，決定した後も「これで良かったの

か」という迷いが続くこともあります。

　高齢者本人の意思を確認することにつ

いては，胃瘻造設することは高齢者本人

の延命につながる可能性がありますの

で，まず，本人が延命を希望するか否か

が重要になります。仮に延命できたとし

ても，本人が口から食事ができず，他者

と意思疎通が図れず，ベッドに寝たまま

の生活が続く可能性がありますし，本人

が胃瘻チューブを抜かないように上肢を

抑制される場合もあります。このような
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状態になっても長生きしたいのかという

点も，本人の意思を確認して決定すべき

ポイントです。そのため，本人の意思が

明確でない場合，代理意思決定者は思い

悩むことになります。

　つまり，代理意思決定者が，本人にか

かわる重要な決定を本人に代わって下す

ことになり，その精神的な負担は非常に

大きくなるということです。そして，医

療者にとっても，本人の意思が不確かで

ある中，本人の意思を推し量り，悩みな

がら決定する家族を支援するということ

は簡単なことではありません。

◆胃瘻造設の効果はいかほどか
●認知症が進行した高齢者への
胃瘻造設の効果

　次に，「胃瘻造設することの効果の不

確かさ」について考えてみましょう。ア

メリカ老年医学会は，2014年に，認知症

が進行した人に経管栄養法を実施するこ

とに関する声明１）を発表しました。その

中で，経管栄養法は，認知症が進行した

高齢者には適さないこと，高齢者に対し

て経口摂取を介助することは，死亡率，

誤嚥性肺炎の発症率，身体機能の状態を

維持することにおいて，経管栄養法を選

択した場合とほぼ同じ結果であることを

示しました。さらに，経管栄養法を実施

することで，患者の興奮を引き起こし，

その結果，患者を身体的化学的に拘束す

ることにつながること，経管栄養法に関

連した合併症や新規の褥瘡の発生につな

がることを示しました。しかし，この声

明は，認知症が進行した高齢者に限定し

ていることから，認知症が進行していな

い高齢者については，胃瘻造設すること

の効果がどれだけあるのか，個別に検討

する必要があります。

●生存率・誤嚥の防止・疾患からの
回復についての効果

　胃瘻造設することの効果を，生存率，

誤嚥の防止，疾患からの回復という観点

から考えてみましょう。まず，生存率に

ついて，日本で行われた胃瘻造設した65

歳以上の高齢者約1,000人を対象とした研

究２）では，１年後に生存している人の割

合は66％，２年後に生存している人の割

合は50％という結果が得られています。

この数字から，胃瘻造設に延命の効果が

あると解釈するか否かは難しいところで

すが，高齢者本人や代理意思決定者が決

定する際の参考情報となりますので，医

療者としては知っておくべきポイントと

言えます。生存率についてさらに言う

と，胃瘻造設した人の経過を追った研究

では，①85歳以上の高齢者３），②食物を

誤嚥しやすい人４），③既に栄養不良状態

が進んでいる人３），④がんと診断されて

いる人５），⑤血液検査の結果，CRPと

BUNの数値が高い人２）の生存期間は比

較的短いことが明らかになっています。

　次に，誤嚥防止については，海外の複

数の研究結果３，４）から，胃瘻造設し，経

管栄養法を実施することで誤嚥を必ずし
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も防止できないことが分かっています。

胃瘻造設する前に誤嚥したことがある患

者の半数以上が，胃瘻造設した後も誤嚥

していたという結果が出ています。

　最後に，疾患からの回復について，嚥

下障害がある脳卒中の患者では，脳卒中

を発症してから早期に胃瘻造設し経管栄

養法を実施する方が，数週間待ってから

開始するより回復しやすい可能性があり

ます６）。しかし，身体機能と認知機能が

低下し，日常生活に必要なこと全般を他

者にケアしてもらっている状態の人は，

胃瘻造設の有無にかかわらず，状態が改

善する可能性が低いという研究結果７）が

あります。

　このように，胃瘻造設することは，そ

の効果が明確でなく，状態の改善を見込

めない場合やかえって本人の生活の質を

落とす可能性もあることから，胃瘻造設

に関する意思決定は難しくなります。

代理意思決定のプロセス
　ここでは，高齢者本人の意思が明確で

ない場合，代理意思決定者はどのように

決めていけばよいのか，代理意思決定の

プロセスを説明します。

◆代理意思決定者を決める
　初めに，代理意思決定者は誰がふさわ

しいのかという点を考えてみましょう。

文献では，「代理判断者には，本人の価

値観・人生観を知り，本人と信頼関係が

ある人が望ましい」８）と言われています。

例えば，家族であれば誰でもよいという

わけではなく，高齢者本人の価値観・人

生観，そして，生き方や死に方について

の意向を知り，仮に本人が意思を伝える

ことができるなら何と言うだろうか，と

考えられる人がふさわしいです。もし，

高齢者本人から代理意思決定者として指

名されていた人がいれば，その人がふさ

わしいです。

◆本人にとっての最善を
検討するための３つの段階

　次に，代理意思決定者が意思決定する

ための３段階のプロセス９）（図）を紹介
します。これは，①これまでに本人が示

した意思を考慮する「事前指示」，②本

人に代わって判断する「代行判断」，③

本人の意思表示がなく，本人が望むと思

われることが判断できない場合，本人に

とっての最善の利益を考慮して検討する

「最善の利益判断」です。

　１つ目の“本人が示した意思”は，「ア

ドバンス・ディレクティブ（医療におけ

る事前指示：advance directives）」（以

下，AD）と言います。これは，「判断能

力が正常な人が，将来的に判断能力を

失った場合に備えてあらかじめ治療に関

事
前
指
示

代
行
判
断

最
善
の
利
益
判
断

図　代理意思決定のプロセス
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特集3　高齢者難聴の理解と適切なケア

聴覚と高齢者の生活
　私たちは，５つの感覚器官（眼・耳・

鼻・舌・皮膚）から情報を得ることによ

り，環境に応じた生活を送ることができ

ます。耳からの聴覚情報は，安全な日常

生活を営むだけではなく社会から情報を

得る手段であり，また，家族との情緒的

な交流においても重要な役割を果たして

います。高齢者は，定年退職や子どもの

独立などの理由から，社会的交流やコ

ミュニケーションの機会が減少しやすい

環境に置かれています。さらに，聴覚機

能の低下は，高齢者や周囲の人々が会話

を躊躇する原因にもなりかねませんし，

高齢者が疎外感や孤独感を抱くことにも

つながりかねません。

　日本聴覚医学会は，「難聴とは，聴覚が

不十分であるという生理学的な機能不全

を表し，聴覚障害とは，生理学的機能不

全によって生じる様々な不自由・不便・

日常生活上の問題を示す」としています１）。

老年期の難聴は，高齢者の身体・精神・

社会的な健康と生活に影響を及ぼす障害

（聴覚障害）と言えるでしょう。

難聴に関する研究の知見
　難聴を引き起こす原因として，青年・

成人期からの騒音に曝されていた経験，

糖尿病，動脈硬化，虚血性心疾患など

の耳への血流障害が取り上げられてい

ます２）。老年期の耳の健康を保持するた

めには，若い時から生活習慣を整えるこ

とが必要であることが明らかになってい

ます。また，近年の研究成果では，図１
のように難聴は抑うつ，社会的孤立，認

知機能の低下のリスクを上昇させること

が示されています３）。聴覚障害は，抑う

つや認知機能の低下など，老年期の生活

の質（QOL）を低下させることに結びつ

きます。
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杉浦彩子：難聴，大島伸一監修，鳥羽研二編：
これからの在宅医療―指針と実務，P.94，グリーン・プレス，2016.

図１　難聴，認知機能，社会的孤立，抑うつ，
　　　補聴器装用の構造方程式モデリング結果
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難聴の分類と
加齢性難聴者の特徴
　難聴の分類には，障害の部位による伝

音難聴・感音難聴などの分類のほか，発

症時期より，先天性難聴・中途失聴・老

人性難聴（presbycusis）に分けられます。

老人性難聴は，30代後半以降より聴力低下

が始まることなどから，加齢性難聴（age-

related hearing loss）と表現されること

が多くなりました２）。加齢に伴う難聴は，

50代前半までは比較的緩やかに低下し，60

代以降に急激に低下します。日本における

65歳以上の高齢難聴者は約1,500万人と推

計され，加齢に伴い有病率は上昇します４）。

　加齢性難聴は，蝸牛以降の内耳や聴脳

野などの聴覚にかかわる器質的な加齢変

化による感音難聴です。その特徴は，高

い周波数から低下し，やがて低い周波数

にも影響し，高齢者の聞き取りを困難に

します。加齢性難聴は聴力が徐々に低下

することから，自分では気がつかずに，

「聞き返しが多い」「テレビの音量が大き

い」など，家族や周囲の人々から指摘さ

れて自覚することも珍しくありません。

　高齢者や家族は「年齢だから」と諦め

たり，聴こえにくい生活のままで過ごし

ていたり，家族が会話に負担を感じてい

るなどのケースが見受けられます。

　しかし，高齢難聴者の聴力障害にはさ

まざまなタイプがあることや，後期高齢

者になっても健康な聴力を維持している

高齢者もいることなど，老年期の聴力に

は個人差が大きいため，高齢者の看護に

おいては個別性に応じた対応が重要です。

高齢難聴者と看護師との
コミュニケーションの現状
◆コミュニケーションとは
　コミュニケーションの定義は126あると

言われていますが５），筆者は「人々によっ

て共有される意味が創造されるプロセス

である」６）と考えます。つまり，高齢難
聴者と看護師とのコミュニケーショ
ンは，双方の協力によって意味が創
り出されると言えます。加齢性難聴に
よるコミュニケーション障害をJohnson

らのモデル（図２）を基に考えてみると，
コミュニケーションの障害は，Ｘ（難聴

の程度）・Ｙ（高齢難聴者の難聴に対す

る反応）・Ｚ（看護師の反応）によって

変化しますので，高齢難聴者の難聴の程

度を看護師が見極め，柔軟に対応する必

要があるのではないかと考えます。

◆患者が看護師に期待する
コミュニケーション

　筆者は，回復期リハビリテーション病

棟に入院中の高齢者を対象に，純音聴力

Ｘ

Ｙ

Ｚ

ｔ
（時間）

西脇恵子：コミュニケーションの障害とは，大内尉義，
秋山弘子：新老年学，P.1467，東京大学出版会，2010.

図２　言語障害を構成する三つの要素

（Johnson et al., 1967を一部改変）
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検査と半構造化面接を行いました７）。こ

の研究では，正常聴力者（正常群：30dB

以下）７人と高齢難聴患者（難聴群：40～

69dB）８人の２群に分け，KJ法を用い，

高齢難聴患者が看護師に期待するコミュ

ニケーションについて考察しました。

　この結果，難聴群は，特に臥床安静
時などの【動けない時に困る】こと
や，聴力障害によるコミュニケーション

の障害により，【しわ寄せが自分に降
りかかる】ことを意識していることが
分かりました。また，【補う工夫をする】

など多彩な戦略（ストラテジー）を用い

るように，高齢難聴者の行動を変化
させています。さらに，聴力に応じた
【こちら目線のきめ細やかな対応を
望む】こと，【途中で確認できる会話が
よい】ことを望んでいます。つまり，

看護師は高齢難聴者の聴力をアセス
メントすること，そして高齢者の主体
性を尊重したコミュニケーションを
とることが必要と考えられます。

◆看護師が高齢者に実施している
コミュニケーション

　2013年に，筆者らは高齢者を対象とし

た病院に勤務している看護師に質問紙調

査を実施しました８）。約85％の看護師は，

高齢難聴患者に対し，聴覚障害が及ぼす

看護上の問題を感じた経験があると回答

し，そのうちの約半数以上が，トイレ介

助や移動・移送，また患者が看護師の説

明内容を十分に理解できていないのでは

ないかなどの問題を感じていました。つ

まり，多くの看護師がケアの場面で，高

齢難聴者とのコミュニケーション上の困

難さを感じているのではないかと考えま

す。また，上述の調査において，聴覚障害

のある高齢患者に対し，看護師が普段実

践しているコミュニケーションについて

調査した結果では，身振り手振りなどの身

体動作，筆談，近年あまり推奨されていな

い低い声などが多く記載されていました。

高齢難聴者との
コミュニケーション
　上述のことを踏まえ，高齢難聴者との

コミュニケーションにおいて重要な点に

ついて説明します。

◆高齢難聴者の聴力を
アセスメントする

　主観的情報と客観的情報を収集し，
難聴の程度などを評価しましょう。

　主観的情報として，難聴の自覚，左右
差，聴き取りの困難さを感じる音の高低

や状況，補聴器の所持と台数や使用する

場面および時間です。ほかに罹患してい

る疾患，特に糖尿病や高血圧症などの既

往歴についても注意を払いましょう。ルー

プ利尿剤などは聴力低下を招きますので，

薬物療法についても確認しましょう。

　客観的情報を得るために，フィジカ
ルアセスメントの手段の一つとして，聴

力障害の程度を評価する方法がいくつか

あります。その一つに音叉試験がありま

すが，音叉を常備している病棟は少ない

のではないでしょうか。ベッドサイドで
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高齢者ケアの
教師塾

第
11
回

研究領域は，老年看護学・家族看護学。看護学修士，医
科学博士。保健師として市町村勤務，助産師・看護師とし
て病院に勤務した後，信州大学医学部保健学科などを経
て，2015年４月より現職。
「高齢者ケアの教師塾」ホームページ
http://kyoshijuku.sakura.ne.jp/top.html

牛田貴子
湘南医療大学 保健医療学部
看護学科 老年看護学 教授

高齢者ケアの教師塾 代表世話人

退院について，いろいろと考えさせられ

る事例に出合いました。それで今日は，

「独居高齢者が地域で暮らし続けること」

をテーマに話題提供をさせていただきま

す。よろしくお願いします。

　80代後半の女性で，シルバーカーを利

用して歩行が可能な状況まで回復し，自

宅退院した事例です。入院当初から，家

族は施設入所，本人は自宅退院を希望す

るという平行線の状態が長く続き，結局

は本人が家族の合意を得ずに家に帰って

しまいました。家族は，同居できないこ

とに負い目を感じ，母親のことをとても

心配していたので，何とかならなかった

のかという思いが残っています。「独居

の高齢者がどの時点で一人暮らしの生活

をあきらめるのか」という線引きは難し

いですね。

私は，病院で在宅支援室を担当し

ている看護師です。今日のテーマ

にひかれて参加しました。退院先の選択

は，昔のように「施設」か「家」かとい

う単純な話ではなくなっています。特に

一人暮らしの高齢者の場合，ADLだけで

なく，いろいろな要因が重なります。毎

日が勉強だなあとつくづく感じています。

松池

　こんにちは。お久しぶりです。「高齢者

ケアの教師塾」です。毎月１回，高齢者ケ

アを教える立場の看護師や介護士などが

実践知を持ち寄り話し合っています。本

連載では，本塾の一部を再現しています。

　今回のテーマは「独居高齢者が地域で

暮らし続けることについて教える・学

ぶ」です。読者の皆様の発言（？）もあ

りますので，実際に参加しているつもり

で読み進んでみてください。

こんにちは。私は回復期リハビリ

テーション病棟に勤務している看

護師です。最近，一人暮らしの高齢者の

堀田

独居高齢者が地域で 
暮らし続けることについて
教える・学ぶ

今回の参加者：７人
話題提供者堀田さん

（回復期リハビリテーション病棟看護師）　

松池さん（病院在宅支援部門看護師）

水野さん（デイケア看護師）

向井さん（外科病棟看護師）

目川さん（介護老人保健施設介護福祉士）

森瀬さん（看護専門学校看護教員）

○○さん（あなたです）
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多様な生活の場の選択が 
可能となった一人暮らし事情

私はデイケアに勤務している看護

師です。利用者の状況は，本当に

多様です。松池さんの話にあったように，

現在，高齢者の一人暮らし事情は，昔と

は大きく異なっています。

　例えば，私の勤務先の周辺は，商店街

がなくなってしまい，高齢者が一人で買

い物に出かけるのはとても不便な地域で

す。足腰が弱くなった一人暮らしの高齢

者は，家の中のことは自立できていると

しても，買い物は誰かに頼らざるを得ま

せん。しかし，ここ数年で配食サービス

が普及し，利用しやすくなりました。ま

た，インターネットを使って買い物をす

る高齢者もいます。室内の掃除はコロコ

ロ転がす粘着テープがあればいいし，洗

濯も下着程度なら簡単な手洗いができれ

ば，室内干しでとりあえずは困りませ

ん。若い世代にとって高性能な洗濯機

は，かえって不便な場合があります。

　一人暮らしの方のデイケア利用は，週

２回が多いです。多分，週に２回お風呂

に入れば十分と感じ，料金としてもちょ

うど折り合う線なのかと思っています。

ほとんどの方が自宅のお風呂は使わず，

デイの入浴だけで済ませています。その

理由は，ADLとしての入浴の自立度では

なく，浴室の準備や掃除が大変で面倒な

こと，水道代がかかることなどです。

私は病院の看護師しか経験がない

ので，最初から今の話に衝撃を受け

ています。高齢者のあるべき衣食住という

のかな，暮らしのイメージが随分違いまし

た。先ほどの事例では，食事はどうするの

かとか，入浴はどうするのかとかを考え

ると，「自宅で一人暮らしは無理だろう」

と思い，家族の意見に傾いていました。

その根拠を覆されてしまったような感じ

です。

私は，在宅支援部門に配属される

前に訪問看護を担当していたの

で，堀田さんの戸惑いがよく分かる気が

します。訪問看護を始めた頃に，主導権

が本人にあることを思い知らされまし

た。病棟では，「患者中心の看護」とか，

「その人らしさ」とか言っていたのが恥

ずかしくなりました。どのように生活す

るのかは自分で決めるのが当たり前のこ

となんですよね。

　先ほどの家族の同意を得ないで独居生

活に戻ってしまった事例では，退院後に

自宅でどのように生活するのか，本人，

家族，看護師のイメージがずれていたの

ではないかと思います。「何を望ましい

とするのか」の価値観の違いも大きいで

すよね。

私は外科病棟の看護師です。手術

を受ける高齢者が増え，その後の

健康管理について，ご家族に指導するこ

とも多いです。独居生活に戻る高齢者の

退院指導は，家族にしていたなと思いな

がら話を聞いていました。今思えば，こ

水野

堀田

松池

向井
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