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特集1

　患者・家族の意向を踏まえた人生の最終段階に向けた入退院支援にお
いて，どこで，どのような医療・ケアを受けたいのか，あるいは受けた
くないのか，繰り返し話し合うことは重要である。近年では，アドバン
ス・ケア・プランニング（Advance Care Planning：ACP）が日本
国内でも広く普及啓発され，実践されつつある。
　このたび，入退院支援におけるACPについて，次の５つの視点から
執筆する機会をいただいた。病院チーム医師と在宅チーム介護支援専門
員の立場から，これら５つについて述べたい。

５つの視点①　ACPと『人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』
～ACPが普及啓発されるまでの経緯

　富山県射水市の病院で起こった人工呼吸器取り外し事案の報道をきっ
かけとして，2007年に『終末期医療の決定プロセスに関するガイドラ
イン』が策定され，2015年には「終末期医療」に代わり「人生の最終
段階における医療」という言葉が用いられるようになった。さらに
2018年３月には，病院における対応だけでなく，在宅医療・介護現場
での活用を想定して，『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン』へと改訂された。名前に“ケア”が入り，
解説編ではチームの一員として“介護支援専門員等”が明記され，
ACPの概念が盛り込まれたことは極めて意義深かった。

国立長寿医療研究センター
西川満則　緩和ケア診療部　エンドオブライフケアチーム医師
にしかわみつのり●1989年岐阜薬科大学薬学部製造薬学科卒業。1995年島根医科大学医
学部医学科卒業。1995年西尾市民病院内科（呼吸器科）医師。1999年愛知国際病院ホス
ピス兼内科医師等。2000年名古屋大学第一内科（現・呼吸器内科）医員。2000年国立長
寿医療研究センター着任。2017年より現職。日本老年医学会専門医，日本呼吸器学会専門
医，日本緩和医療学会暫定指導医，日本アドバンスケアプランニング研究会世話人，日本エ

ンドオブライフケア学会理事。著書に『本人の意思を尊重する意思決定支援―事例で学ぶアドバンス・ケア・プラ
ンニング』（共著，南山堂）がある。

居宅介護支援事業所　快護相談所　和び咲び
大城京子　副所長／介護支援専門員
おおしろきょうこ●2000年愛知総合看護福祉専門学校卒業，社会福祉法人仁至会介護老
人保健施設ルミナス大府入職。2003年アメリカ在住。2008年帰国後，介護職に復帰し，そ
の後介護支援専門員として勤務。2019年より現職。著書に『ケアマネジメント実践事例集』
（共著，第一法規出版），『介護経営白書　〈2019年度版〉―今，急がれる経営基盤の確立と人
材育成』（共著，日本医療企画）など。

人生の最終段階を支える
アドバンス・ケア・プランニング
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　こうした動きを受けて，日本老年医学会・
倫理委員会「エンドオブライフに関する小委
員会」は，2019年６月，ACPの適切な理解
と普及を目的とする「ACP推進に関する提
言」を公表した。そこでは，ACPは“将来
の医療・ケアについて，本人を人として尊重
した意思決定の実現を支援するプロセスであ
る”と定義された。ACPの過程において，“本
人の価値観，信念，思想，信条，人生観，死
生観や気がかり，願い，また，人生の目標，
医療・ケアに関する意向，療養の場や最期の
場に関する意向，代弁者などについて話し合
うことが望ましい”と具体的に検討すべき内
容が記されている。
　以上が，これまでのACP普及に至る経緯
である。

５つの視点②

退院支援において話し合う内容
■命をつなぐ連携で話し合う内容
　退院支援について話し合う内容はACPに
関することだけではない。
　在宅医療での残薬問題が指摘されるように
なって久しい。また，ポリファーマシー対策
で有害事象が減少することも明らかになっ
た。認知機能や嚥下機能が低下した高齢者で
は，確実に服用できる工夫や剤型の工夫が必
要である。そこで，退院時の薬物治療の管理
についての話し合いが重要である。特に，病
状や症状の悪化時に対応するため，病状や症
状の評価と服薬管理，セルフケアができるよ
うなアドバイスが重要である。これは，本人
家族の望まない再入院を防止するために有用
である。気管支喘息のピークフロー値による
短時間作用型β刺激薬の吸入，血糖値による
インスリン管理，がん疼痛時にレスキュー使

用する鎮痛剤などの薬物療法，個別性の高い
セルフケアのためのアドバイスが重要である。
　さらに，これらに関連して，医療機関に連
絡をとるための目安となる病状や症状を共有
しておくことも重要である。いわゆるレッド
フラッグの明確化である。併せて，かかりつ
け医，あるいは訪問看護，介護支援専門員に
アクセスできる情報を提供しておくことも欠
かせない。これらは，退院支援において話し
合う内容として極めて重要である。
■希望をつなぐ連携で話し合う内容
　前述のように，命をつなぐ連携だけでな
く，希望をつなぐ連携として，ACPについ
ても退院時に話すことが重要である。将来の
医療・ケアの意向について，患者の心の準備
状態に配慮しつつ話し合いたい。そして，そ
の医療・ケアを選んだ理由についても共有し
たい。その理由には，本人が人生や生活の中
で大切にしていることや譲れないこと，価値
観に関する内容が含まれているからである。
単に将来の医療・ケアの意向を聞くだけでな
く，その背景にある価値観を共有することが
重要である。
　しかし，対話の初期から，意向や価値観が
明確に言語化されるわけではない。多くは，
その断片（ピース）が語られる。それが，将
来，ACPの重要な要素になると誰も気がつ
かないまま語られるのである。例えば，家族
に負担のかからない医療選択をしたい，人は
食べられなくなったら終わりだと思ってい
る，夫を先に残して逝くことがつらいなど，
我々は希望をつなぐ連携の中で，これらピー
スについて話し合う必要がある。そして，そ
れをつなぎ合わせてできたパズルについて共
有する必要がある（図）。
　We are always collecting and con-
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nect ing the pieces of your life stories.
　これは，筆者らがACPで何を話すのか，
何をつなぐのかについて考える時，座右の銘
にしているフレーズである。

５つの視点③

入院チームと在宅チーム間での，
本人意向に関する家族も含めた
情報共有，気持ちの揺れや
プライバシーにも配慮した情報共有
　本人の意向について，本人，家族，入院
チーム，在宅チーム間での情報共有が重要で
ある。情報共有すべき内容については前項で
述べた。命をつなぐ情報と，希望をつなぐ情
報の両方を共有することが重要である。
　さて，情報共有する方法はどうだろうか。
対面，電話，ファックス，書面など，さまざ
まな方法がある。重要な情報共有は時間をか
けてでも対面で，急ぐ情報共有は電話で，緊
急ではない情報共有はファックスや書面が現
実的な方法だろう。しかし，もしもその環境
が整っているならば，セキュリティー基準を
満たしたICT（Information and Commu-

nication Technology）が有用である。ほ
かの情報共有手法との違いは，本人，家族を
支援する多職種が働くエリアに，同時に情報
配信できることである。言い換えれば，空間
的にも時間的にも，即時に情報共有できるメ
リットがある。特に，最期が近い時，本人の
意思が大きく揺れ，変わることも珍しくない。
だから，ICTがより有用だ。そのような時，
揺れ，変わることは自然なことであり，揺れ
てもよいこと，変わってもよいこと，遠慮な
く何度でも相談できることをぜひとも保証し
たい。ただし，ACPの内容にはプライバシー
にかかわる内容も多く含まれるため，医療ケ
アチーム内でACPの内容を共有させてもらえ
るか，折に触れて本人に承諾が得られるか確
認する習慣をつけたい。これらに配慮をすれ
ば，ICTはACPを共有する有力な手段となる。

５つの視点④

極めて緊急度が高い時の情報共有
　再入院時，特に緊急入院時，さらには本人，
家族，病院チーム，在宅チームに時間的余裕
がない時の情報共有について述べたい。

価値観
家族の負担になりたくな
いという思いがある。

目標
リハビリを頑張って，
また自由に外出したい。

譲れないこと
料理の腕に自信を持っている。

最期まで料理をふるまって自分らしく

気がかり
杖をついて歩く姿を人に見ら
れたくないと思っている。

価値観
最期まで自分のこ
とは自分で決めた
いと話す。

価値観
人は，食べられなく
なったら終わりだと
言っていた。

選好
延命治療はしない。好きな
ように生きたいが口癖。

図 人生の物語の中にあるピース（思い）
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　ACPで話し合った方がよいことは，在宅医
療中に起こった心肺停止時の備えである。心
肺蘇生拒否，いわゆるDNAR（Do Not At-
tempt Re suscitation）指示についてであ
る。心肺停止時には，もちろん本人は自分の
意向を述べることができない。家族はどうだ
ろう。あらかじめACPの対話の中で，本人
がDNARの意思を表明していた場合でさえ，
家族がその意向をしっかり代弁することはな
かなか難しい。なぜなら，心肺停止の瞬間，
家族は動揺し，救急車を呼ぶことが多い。こ
のようなケースでは，法的，倫理的な問題が
生じる。たとえ本人のDNARの意向が残さ
れていようと，救急隊員はまず心肺蘇生術を
開始しなければならない。
　この倫理的ジレンマを何とか解決できない
か，救急医療現場の関係者らによる検討が続
けられている。しかし，本人のDNARの意
向が残されている場合でさえ，現実には本人
の望まない心肺蘇生術が実施されるのであ
る。そのための予防策として，本人の意向と
してのDNARが記載され，それに家族も病
院または在宅の医師も同意している旨が分か
るよう署名がなされた書面を準備したい。そ
して，よく分かる場所に置いておくことが重
要である。現時点では，それが本人の意向を
尊重するための最善手だろう。

５つの視点⑤

ACPが「一人歩き」してしまわない
ための心づもりと心配り
　ACPが「一人歩き」してしまわないため
の心づもりと心配りについて，ここでは３点
を強調したい。
　１つ目は，将来の医療ケアの選択を無配慮
に聞き出しただけで，本人がそのように選択

した理由や背景に心を寄せず，一度聞き出し
た後は本人の意向が変わろうが気持ちが揺れ
ようが関知せず，それをACPだと信じて疑わ
ない，我々は，このような対応を，厳に慎ま
なくてはならないということである。ACP
に携わる医療ケア提供者は，本人の意向の背
景にある生活や人生の中で譲れないことに思
いをはせながら，気持ちの揺れや変化に寄り
添いながら，対話を継続する，そんな心づも
りと心配りをする必要がある。
　２つ目は，DNARの誤用である。前項で，
ACPのプロセスの中で語られた本人の意向
としてのDNARについて述べたが，もう一
つのDNARの根拠として，無益性や有害性
がある。これは，本人の意向としてのDNAR
とは対応が異なる。もし，入院時に医学的無
益性有害性が高いがゆえに病院医師がDNAR
と判断した場合，病状が回復した時に問題が
生じる。心肺蘇生術が無益有害であると判断
できる病状から，幸いにも回復しているのだ
から，無益性や有害性を根拠としたDNAR
指示は解除されなくてはならないのである。
安易にDNAR指示が退院時も継続されないよ
うに，心づもりと心配りが必要である。本人
の意向としてのDNAR指示は継続でよいが，
医学的無益性有害性を根拠としたDNAR指示
は病状回復時に解除されなくてはならない。
　３つ目は，過去に語られたACPだけでな
く，現在の本人の意思を確認することである。
とかく，認知機能や身体機能が低下した高齢
者や精神疾患の病名を有する患者は，本人の
意向が確認されない場合がある。過去にACP
で意思決定している場合，現在の本人の意思
が確認されないことが多い。ACPは，過去
から現在，現在から未来につながれるプロセ
スである。過去に語られたことだけでなく，
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現在の本人の意向を確認する，そのような心
づもりと心配りが欠かせない。

＊　　＊　　＊
　本稿では，次の５つの視点について言及
した。
①人生の最終段階を支えるACPにおいて，ACP

が広く普及啓発されるまでの歴史的経緯

（『人生の最終段階における医療・ケアの決

定プロセスに関するガイドライン』と関連

づけて）

②退院支援時に話し合う内容，特に希望をつ

なぐピースの連携

③気持ちの揺れ，プライバシーにも配慮した

ICTを用いた連携

④情報共有のあり方，特に緊急度の高いACP

連携の課題

⑤ACPが「一人歩き」してしまわないための

心づもりと心配りについて（意向のゆれ，

DNAR，現在の本人意思にフォーカスを当

てて）

　本稿によって，人生の最終段階を支える
ACPが，実践レベルで広く普及することを
切に願う。

参考文献
１）厚生労働省：人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン

　https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-
10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf
（2019年12月閲覧）
２）日本老年医学会：ACP推進に関する提言
　https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/press_seminar/pdf/
ACP_proposal.pdf（2019年12月閲覧）
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本人や家族の「口から食べたい」という
希望がある場合の適切な栄養管理や
経口摂取の維持については，多職種協
働による適切な支援が必要となりま
す。それぞれの地域においても，食支
援に関する取り組みがさまざまに進め
られています。最期まで口から食べられ
るための医科歯科を中心とした多職種
連携について取り上げます。

特集2最
期
ま
で
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か
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　誰もが最期まで口から食べたいと希望す
る。しかし，現実的にはどうだろうか。胃瘻
人口が40万人とも言われることからも，我
が国では「最期までは口から食べられない」
現状が浮き彫りになっている。では，最期ま
で口から食べるためにはどうすればよいの
か。それを担うのが地域食支援である。

地域食支援

　周知のように，多くの病院にはNST（Nu
tritionSupportTeam）があり，栄養ケア
を根幹に据えて病棟で成果を上げている病院
もある。しかし，いったん地域に戻ると，そ
の流れは切断されてしまう。
　なぜ，病院のNST活動が地域では継続し
ないのか。それには大きく３つの理由があ
る。一つは，地域においては栄養に対する意
識は低いということが挙げられる。地域ケア

を支えるのは医療職だけでなく，介護職など
もいる。近年，栄養に対する啓発は進んでい
るが，地域ケアの中で栄養に対する意識が高
いとは言えない。もう一つは，地域では病院
と異なり，他職種，他所属連携であるという
ことである。所属も違い，病院よりもフィー
ルドは広く，桁違いに多くの関係者がいる。
したがって，病院内のような緻密な連携をし
ていくことは物理的に困難である。さらに，
入院患者という限られた対象の病院とは異な
り，地域のケアにおいては対象者が不特定多
数である。誰に対して何をしていくのかを，
しっかり考えて行動しなければならない。
　このような状況の中，筆者らは地域食支援
の実践チームとして，2009年７月に新宿食
支援研究会（以下，新食研）を発会した。

最期まで口から食べられる 
街づくり～医療連携から街づくりへ～

新宿食支援研究会 
五島朋幸　代表

ごとうともゆき◦1991年日本歯科大学歯学部卒業。1997年訪問歯科診療に
取り組みはじめる。2003年ふれあい歯科ごとう代表。博士（歯学）。2003年
よりラジオ番組「ドクターごとうの熱血訪問クリニック」（全国13局で放送）で
パーソナリティーを務める。著書には『訪問歯科ドクターごとう①歯医者が家
にやって来る！？』（大隅書店），『口腔ケア○と×』（中央法規出版），『愛は自
転車に乗って―歯医者とスルメと情熱と』（大隅書店）などがある。

訪問看護ステーションやごころ
飯塚千晶　管理者

いいづかちあき◦2010年東京医科大学看護専門学校卒業，東京医科大学病
院入職。頭頸部外科・口腔外科病棟に配属。2018年東京医科大学病院を
退職し，訪問看護ステーションやごころを設立。同年10月新宿食支援研究会
に入会。一般社団法人想兼副理事長。

49地域連携　入退院と在宅支援  Vol.12 No.6



新食研の立ち上げと地域活動

　筆者（五島）が訪問歯科診療を始めたのは
1997年である。訪問診療を実践する中で，
摂食嚥下障害者に触れる機会もあり，食の大
切さは痛感していた。そして時代と共に，最
期まで口から食べられるには多職種連携が必
須であると言われるようになった。当時，地
域での訪問歯科活動も10年を超え，医療・介
護職の仲間も多くなっていた。五島がその仲
間たちに声をかける形で，新食研は発会した。
当初のメンバーは，医師，歯科医師，歯科衛
生士，管理栄養士，ケアマネジャー，ホーム
ヘルパーなど15人ほどであった。
　各職種がそろう中，「食支援（活動）とは
何なのか？」という疑問が挙がった。文献検
索などを行い調べてみたが，食支援の定義と
いうものは全国どこにも存在していなかった。
そこでまず，新食研では食支援の定義を作成
した。「本人・家族の口から食べたいという
希望がある，もしくは身体的に栄養ケアの必
要がある人に対して，①適切な栄養摂取②経
口摂取の維持③食を楽しむことを目的として，
リスクマネジメントの視点を持ち，適切な支
援を行っていくこと」１）。この食支援を地域
で実践することが，新食研の使命である。
　さて，地域の中で食支援を必要としている
人はどれくらいいるだろうか。定義にある「本
人・家族の口から食べたいという希望がある」
人とは，摂食嚥下障害者である。地域の高齢
者の中で摂食嚥下障害者の割合は約16％と
いうデータがある２）。また，「身体的に栄養
ケアの必要がある人」は低栄養者ととらえる
ことができる。厚生労働省の「平成27年国
民健康・栄養調査」によると，65歳以上の
高齢者に占める低栄養の割合は16.7％であっ

た３）。このような状況から，地域で食支援を
必要としている高齢者は20％弱いると考え
られる。さらに，高齢者以外でも食支援を必
要としている人はいる。
　これを新宿区に当てはめてみると，新宿区
の人口は約34万人，高齢人口は約６万人で
あることから，新宿区で食支援を必要として
いる人は１万人以上の規模に及ぶことが分か
る。ただし，これらの対象者全員に，専門職
が個別にかかわらなければならないわけでは
ない。逆に，１万人単位すべての人に専門職
がかかわることはできない。
　では，どのように地域食支援と向き合うの
か。そこで考えたのが，地域の中で「食に何
か異常があればそれを見つける人（Ｍ）」「そ
れを適切な人につなぐ人（Ｔ）」，そして「結
果を出す人（Ｋ）」を無限につくり出すこと
である。食支援が必要な人には，胃瘻などの
経管栄養で医療専門職がしっかりとかかわっ
ていかなければならない人から，「高齢で体
重減少がある」や「最近食欲がない」という
ような軽度の人までいるが，食支援対象者の
多くは軽度の人である。だからこそ，一般住
民が食や栄養の意識を持つことにより，「見
つける」「つなぐ」，さらには「結果を出す」
ことができる。
　さらに，食支援にかかわる専門職は，食や
栄養，食支援について，地域や社会で「広め
る（Ｈ）」活動（社会教育）をしなければな
らない。新食研では，これらの社会的動向を
「見つける，つなぐ，結果を出す，そして広
める（MTK＆H®）」と称している。新食研
すべての活動は，ここに集約される。

新食研の活動と成果

　新食研のメンバーは現在，約20職種，160
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人を超えている。この規模の他職種，
他所属のメンバーが一堂に会するこ
とは，よほどの強制力がなければ不
可能である。さらに，食支援活動は
多岐にわたることから，新食研では
少人数（５～10人規模）のワーキン
ググループ制をとっている。少人数
であれば日程調整も容易であり，全
員が集まることもできる。このようなワーキ
ングシステムは地域活動において有益である。
　現在，ワーキンググループは約20ある。
それぞれのグループで構成メンバーや目的は
異なるが，グループ間の交流も頻繁に行って
いる。ほかのワーキングメンバー同士は，月
例の勉強会などで交流することができる。
ワーキンググループはそれぞれ結果の出し方
は異なるが，「見つける」「つなぐ」「結果を
出す」「広める」のうち１つ以上の目的を持っ
ており，通常月に一度のペースでミーティン
グを開催している。
　2019年は，新メンバーとして25人以上が
入会している。彼らは，各ワーキンググルー
プのメンバーの誘いや月例の勉強会で興味を
持って入会している。ただし，長い年月の中
で意欲をなくす者や多忙や転勤で参加できな
くなった者は退会としている。
　各ワーキンググループはそれぞれの目的が
あるため，結果の出し方も異なる。例えば，
「ヒャクキン」というグループは，100円均
一ショップに売っているようなものを使って
食事を快適にする工夫を考えているが，その
成果をYouTubeで動画公開している。「コ
ラクリ（collaborationcreate）」というチー
ムは，地域と連携を取ることを目的としてい
る。2019年３月に「第１回タベマチ祭り」
を開催するために，地元の町内会とのコラボ

レーション企画を成功させたが，第２回以降
の開催は実行委員会に任せ，コラクリは次な
る連携を考え歩み出している。「SKTS（最
期まで口から食べることを支える）」という
チームは，医師，ケアマネジャーや在宅医療
クリニックの相談員，さらには福祉系大学の
教員などが集まり，それぞれ事例を持ち寄
り，最期まで口から食べることの意味やその
支援の仕方などを検討し，レポートをホーム
ページで公開している。「宅配弁当EXPO」
というチームは，地域にある配食サービスを
理解してもらうために，宅配業者４社に協力
してもらい，各社のプレゼンテーションや試
食会を行う「宅１グランプリ」を開催し，多
くの市民に参加してもらった。このように，
各グループの結果の出し方は異なるが，すべ
ては地域食支援活動である。
　新食研の出す結果とは，ワーキンググルー
プの結果だけではない。多くのメンバーは新
宿在勤である。このメンバーが新食研とのか
かわりの中で，個々の職種のプロフェッショ
ナルとして「食支援力」を向上させていくこ
とで，地域の食支援力は向上する。メンバー
個々の地力を向上させることも，新食研の大
きな目的である。

新食研メンバーの活動

　新食研メンバーは，高い意識を持って地域

新食研のメンバーは現在160人以上
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活動に参加している。筆者の飯塚は訪問看護
師であり，利用者の自宅にうかがいケアを提
供している。そんな中，通所型住民主体サー
ビスを2019年４月より開始した。運営メン
バーは，訪問看護師，ケアマネジャー，福祉
用具専門相談員である。活動内容としては，
一軒家の１階を借り，週１回昼食時に食事会
を開催している。目的は，地域高齢者の介護
予防，生活支援，閉じこもりの防止であり，
高齢者に限らず地域住民たちの交流の場にな
るよう，日々活動している。
　高齢者の孤食のデータでは，60代では男性
22.7％，女性28.4％，70代では男性20.0％，
女性33.5％となっている４）。孤食の環境で
は，誰かのために食事を用意するということ
がなく，栄養バランスが偏りがちとなる。さ
らに，加齢に伴う口腔機能の低下や食欲がわ
きにくい傾向があり，食事量も低下しやす
い。食事から必要な栄養やエネルギーを取る
ことができないと筋肉量が減少し，活動量が
低下し，さらに食欲が落ちて栄養不足となる
という悪循環に陥る。
　この悪循環を防止するために，食事会を開
催している。共食により栄養バランスが整っ
た食事を取る機会が増え，コミュニケーショ
ンを取りながら食べることで，食事がおいし
いと思えるようになり食欲も増す。このよう
な活動を通して，皆で楽しい食事の時間を共
有している。さらに，運営メンバーにはさま
ざまな職種が集まっているため，日々の生活
における悩みの相談，サポートが行える場に
もなっている。この活動を継続し，高齢者が
生涯社会参加できることが目標である。

地域の活動から全国へ

　2019年は新食研としていくつかのイベン

トを開催した。３月に「第１回タベマチ祭
り」，８月に「第１回タベマチサミット」，そ
して９月に「第３回タベマチフォーラム（最
期まで口から食べられる街づくりフォーラム
全国大会）」である。
　そもそもは，「最期まで口から食べられる
街づくり」と一般市民が耳にしても理解がで
きないであろうということで，第１回フォー
ラムを2017年に開催した。最期まで口から
食べられない人が多くいることを社会は理解
していないし，なぜ街づくりかも分からない
状況で，少しでも社会が認知できるようにし
たいと考えて開催した。しかし，フォーラム
だけでは地域住民に関心が広まっていかない
状況が判明した。そこで，食や食支援，新食
研に対する認知を広めることを目的として，
新宿区という狭い地域の住民に対しタベマチ
祭りを開催した。タベマチサミットは，全国
各地で実践されている食支援活動の交流と情
報交換の場として開催した。全国には食支援
活動をしている地域，グループが多数ある。
今後もこのようなイベントを通して，食支援
を地域から全国へ広めていく予定である。
　また，「食支援研修ワーキンググループ」
の活動の一つであり，地域で食に対する意
識，知識向上の直接手段として，「食支援サ

孤食による悪循環を防ぐための食事会
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ポーター®養成講座」を開催している。現在
は，食支援概要講座（20分）と各論を２項
目（各35分）の３講座90分で構成されてい
る。各論は職種ごとに10項目ほどあり，こ
の中から２項目を選択できるようにしてい
る。介護事業所からの研修依頼もあるが，一
般市民を対象としても開催しているため，平
易な内容でポイントを押さえ，分かりやすく
解説するようにしている。最近では，社会福
祉協議会などとの共催で開催している。

連携の実際と街づくり

　食支援には，摂食機能のみならず，全身状
況，栄養状態，食事環境，食形態，食事介助
など，多くの要素がある。病院や施設であれ
ば，これらのケアを職員で手分けして実践す
ることができるが，いったん地域に帰ると，
さまざまな専門職がこれらを分担してケアを
することになる（表）。
　前述したように，地域の高齢者の20％弱
が食支援を必要としているが，その程度には
大きな差がある。例えば，「最近痩せた」「食

欲が落ちてきた」というものから，「むせる
ようになった」「硬いものが噛めなくなった」
というもの，そして「胃瘻や中心静脈栄養で
まったく口から食べられない」というものま
である。
　確かに，まったく経口摂取ができないよう
な人には専門職の関与は必須であるが，「最
近痩せた」「食欲が落ちてきた」という人を
見つけたり，適切な人につないだりするの
は，家族や近隣の人でもできる。地域食支援
の核心は，一般住民を含めた全員で「食」を
考え，「見つける，つなぐ，結果を出す」の
当事者にならなければならない。これこそが
街づくりである。
　医療連携や医療―介護連携という言葉があ
るが，専門職だけのネットワークでできるこ
とは，摂食嚥下障害患者の治療やリハビリ
テーションであって，「最期まで食べられる
街づくり」ではない。
　では，そもそもなぜ口から食べられなく
なったり，栄養状態が不良になったりするの
か。その理由は大きく２つに大別できる。一

表 地域食支援の担い手

医師 看護師 薬剤師 歯科
医師

歯科
衛生士

管理
栄養士

言語
聴覚士

理学療法士
作業療法士

ケア
マネジャー

ホーム
ヘルパー 福祉用具 配食

全身の管理

栄養管理

口腔環境整備
（義歯製作，調
整など）

口腔ケア

摂食，嚥下リハ
ビリテーション

食事姿勢の調整

食事環境の調整

食事形態の調整

食事作り

食事介助

＊色の濃いものほど関与が深い
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つは疾患である。脳血管障害や認知症，がん
のような疾患により口から食べることが困難
になり，栄養状態が悪化することがある。も
う一つは廃用である。体力の低下などにより
運動量が徐々に低下し，それと共に食事量の
減少，タンパクの減少，筋力の低下などが発
生し，寝たきりの状態になっていく。疾患の
予防はもちろん，地域の食支援を考える上
で，この廃用を予防するという考えはとても
重要となる。
　前述の飯塚の活動はもちろん，ほかにも社
会の課題に対し，対応しなければならないと
考えている。地域の一つの課題は，高齢男性
のコミュニティー参加である。現役時代は仕
事中心で地域活動に参加しておらず，リタイ
ア後に地域コミュニティーに接点のない男性
が多い。さらに，デイサービス利用者なども
女性に対して男性は少ない。つまり，高齢男
性の「ひきこもり」が廃用の問題を引き起こ
しているとも言える。
　そのような中，特に都会では，リタイア組
の男性が図書館を利用することが多い。しか
し，残念ながら図書館は，互いのコミュニ
ケーションを取る場ではなく，ここでも孤立
することが多い。彼らは体力低下と共に図書
館通いをやめ，自宅にこもる傾向がある。新
食研としても，この図書館の利用法を改革す
ることが，社会を変える一助になるのではな
いかと考えている。

まとめ
　病院におけるNSTは，強力な管理体制の
下，入院患者に対して高度専門的に行われ
る。しかし，地域食支援を実践する時は，「誰
が，誰に対して，何をするのか」から考えな
ければならない。
　筆者らは，「専門職，市民が一体となって

食と栄養に対する意識，知識を向上させ，本
人・家族の口から食べたいという希望があ
る，もしくは身体的に栄養ケアの必要がある
人に対して，①適切な栄養摂取②経口摂取の
維持③食を楽しむことを目的として，地域の
視点をもって活動すること」が地域食支援で
あり，最期まで口から食べられる街づくりで
あると考えている。
　新食研は10年間活動を継続してきた。こ
れまでも十分に食支援活動の成果を出してき
たと自負している。今後も活動を活発化し，
結果を出し続け，永遠に発展させていく予定
である。もし，進歩のない会になったとすれ
ば，この会の存在意義はない。
引用・参考文献
１）五島朋幸：最期まで食べられる街づくり，静脈経腸
栄養，Vol.30，No.５，P.1107 ～1112，2015.

２）千葉由美，山脇正永他：全国における摂食・嚥下障
害高齢者と関連症状の発生率に関する検討，日本摂
食・嚥下リハビリテーション学会雑誌，Vol.11，No.３，
P.249，2007.

３）厚生労働省：平成27年国民健康・栄養調査結果の
概要

　https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-
10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/
kekkagaiyou.pdf（2019年12月閲覧）

４）農林水産省：食育に関する意識調査報告書（平成
30年３月），３．共食や孤食の状況

　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki/h30/pdf/
houkoku_2_3.pdf（2019年12月閲覧）

54 地域連携　入退院と在宅支援  Vol.12 No.6




