
ご本人に代わって意思決定を
行う方のための小冊子

高齢者が栄養チューブをつけて
長期的に使うこと
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はじめに
　この小冊子は高齢者に栄養チューブをつけて長期的に使うことについて、あなたが判断
することを助けるものです。冊子の内容を検討していくうちに、あなたの大切な家族・近
親者または友人に栄養チューブをつけることの利点と欠点、代理意思決定について学べる
ようになっています。

　この冊子の記述内容を裏付ける研究結果には、○○1のように番号が振られています。冊
子の後半部17ページ以降に参考文献の一覧表があります。

対象者
・現在、自分自身の健康管理に関する判断を行う事が出来ない高齢者に代わって意思決定
を行う

・上記高齢者に胃ろう（PEG）もしくは空腸ろう（j-tube）として知られている栄養チュー
ブをつけて長期的に使うことが必要かどうか判断しなければならない人

この小冊子から分かること
• 代理意思決定　　　　　　　• 栄養チューブ
• 摂食・嚥下障害　　　　　　• 栄養チューブをつけることの利点と欠点
• 治療の選択肢　　　　　　　• 判断の方法
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「代理意思決定1」とは何でしょうか？
•　健康管理に関する判断を自分自身で行う事が出来ない人のために意思決定を行うこと
です。

•　本人が望むと思われることが、同じ立場に立った場合にあなた自身が選択することと
は異なる場合があります。本人の望むと思われることを、最も優先して考えることが、
本人の尊厳を守ることにつながります。

•　代理意思決定は非常に難しく精神的な負担となることがあります。

「意思決定を行う代理人」には誰がなるのでしょうか？
•　以前本人から指名されていた人（健康管理に関する委任権を持つ人）
•　最近親者
•　任命された後見人 

どのような段階を経て
代理意思決定が行われるのでしょうか？

1)　これまでに本人が示した意思を考慮しましょう。本人の意思を確認できるものには以
下のものがあります。

•　リビングウィルまたは「事前指示書」
•　これまでに本人が代理人や他の人たちと話し合ったこと
　 これらの内容は、たとえあなたが同意出来なくとも、本人の意思として尊重されるべ
きものです。

2)　本人が健康だった時に本人が持っていた価値観についてすべてわかる範囲で検討しま
す。あなたが知る範囲で、本人が今の状況に置かれた時に栄養チューブをつけること
を選択すると思いますか？それともしないと思いますか？これを「代理判断」と呼び
ます。

3)　これまでに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出来ない場合、
本人にとっての最善の利益を、以下のことを考慮したうえで検討します。

•　栄養チューブによる利点と考えられる事
•　栄養チューブによる欠点と考えられる事
•　この判断が本人の生活の質 (「生活の質」については7ページを参照］に及ぼす影響

意思決定を行う代理人の
書面による同意なしで栄養チューブが
つけられることはあるのでしょうか？

ありません。
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摂食・嚥下障害は高齢患者に
どのような影響を及ぼすのでしょうか？

摂食・嚥下障害は高齢患者の家族に
どのような影響を及ぼすのでしょうか？

精神的影響
家族・近親者や友人の方は、ご本人の重い病気を受け止める事を難しいと感じるかもしれません。
近しい人が十分な食事をとれない状態を見るのがつらいと感じることや、ご本人が空腹感やのど
の渇きを感じているのではないかと心配になることがあります。

社会的影響
•　食事は社会的なものであり、介護をする人にとっても重要なものです。
•　ご本人の食事を介助することは、ご本人とコミュニケーションをとる 1 つの方法であり、介護
する人にとって楽しみでもあります。
•　ご本人が自分の手で食事をとることが出来ず、介助することもできない場合、家族は個人的な
意思の疎通が出来なくなったと感じることがあります。しかし、ご本人と交流する方法は他にも
あります。

摂食（食べること）・嚥下（飲み込むこと）の
障害はなぜ起こるのでしょうか？

せっしょく え　ん　げ

● 嚥下を適切に行うために必要な筋肉や神経の
損傷
•　脳卒中
•　パーキンソン病
•　筋萎縮性側索硬化症

● 自分で食事が出来なくなる病気：
•　アルツハイマー病
•　その他の認知症

● 食道（口と胃をつなぐ管）がふさがる病
気：
•　食道がん
•　食道狭窄

● 重度の食欲不振や食事に対する興味が無
くなる病気：
•　大うつ病

－３－

身体的影響
誤嚥：本人の眠気が非常に強い場合や飲み込むことに必要な神経や筋肉に障害がある場合、
食物や唾液などが気管に入ってしまうがあります。これが肺炎の原因となる可能性があり
ます。
栄養状態の不良：本人に起こること
•　体力がなくなります
•　体重が減少します
•　周りで起こっていることに対する認識力が低下します
•　急病からの回復が遅れます
空腹感やのどの渇き：意識がはっきりしている場合は、空腹感やのどの渇きを感じること
がありますが、意識がはっきりしていない場合では、空腹感やのどの渇きを感じる可能性
は低くなります。2

ご　え　ん



•　摂食 ( 食べること )障害のある人の胃に直接つけるチューブのことです。
•　これは治療の選択肢 (医療行為 )の一つです。
•　経皮的‐皮膚を通します。
•　内視鏡的‐医師はカメラが付いたチューブ（内視鏡）を本人の胃に挿入し、胃ろうチュー
ブを正しい位置につけることができるようにします。
•　胃瘻造設術‐腹部に開けた小さな穴を通して胃にチューブをつける手術のことです。
＊　胃ろうとは別の空腸ろうと呼ばれる栄養チューブをつけることが提案されることがあります。空腸ろう
と胃ろうとは若干異なります。空腸ろうについては、医師に確認して下さい。

•　流動食をバッグに入れ、チューブを通して胃に送ります。
•　流動食は本人がバランスの取れた食事をとることができ
るようにつくられた液体です。ミルクセーキのようなもの
です。
•　ほとんどの場合、通常の食事の時間にチューブを通して
食事をとることになります。これには約1時間かかります。
同量の流動食を24時間かけてゆっくりと持続して取る場
合もあります。
•　水分や内服薬もチューブを通して取ることになります。

チューブはどのように設置されるのでしょうか？

栄養チューブでどのように
食べ物を取るのでしょうか？

経皮的内視鏡下胃瘻造設術（PEG）による
胃ろうとは何でしょうか？

け い　ひ　て き  な  い　し き ょ う  か 　 い  ろ  う  ぞ  う  せ  つ  じ ゅ つ

•　本人に軽い鎮静剤を投与します。
•　口から内視鏡を胃に入れます。少し不快感があるかもしれませ
んが、痛みはありません。内視鏡を入れることは、チューブをつ
けるのに最適な場所を確認するために必要なことです。
•　局所麻酔剤で患者の腹部の皮膚を麻痺させ、小さな切開部を
作ります。胃ろうチューブを口から挿入し、腹部の切開部より体
外に引き出します。
•　この処置には約30分かかります。
•　食道が何らかの原因により塞がれ、内視鏡が挿入できない場合
があります。その際は外科手術により栄養チューブを設置します。
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チューブの管理に必要な事は何でしょうか？
•　チューブは抜けないように固定されていますが、ご本人が無意識のうちにチューブを
引き抜かないように注意する必要があります。

•　看護師 (自宅で療養する場合は家族 )がチューブの漏れや詰まりを調べ、流動食が適切
にとられているかを確認します。

•　看護師 (自宅で療養する場合は家族 )が一日に一回以上チューブの周りを清潔にし、周
囲の皮膚を調べます。

•　流動食の量は、本人が消化・吸収できる範囲で医療者が調整します。
•　通常、6ヶ月～1年でチューブを取りかえる必要があります。

チューブをつけた人は
寝たきりになってしまうのでしょうか？

チューブをつけた人は
口から全く食べられないのでしょうか？

いいえ、本人の飲み込む力の状況によっては、飲み込みやすいもの (ゼリーなど )を少量、
口から食べることができます。本人が口から食べられるのか否かは医療チームに相談しま
しょう。

いいえ、チューブを使用していない時、体の外に出ている部分は外すことが出来るので本
人の通常の行動を妨げることはありません。

チューブを用いた栄養法を
導入するうえで心配なこと

チューブを用いた栄養法を導入するうえで、考えられることには大きく分けて2種類あ
ります。
•　栄養チューブ自体によって特定の合併症が生じる可能性
•　栄養チューブについての話し合いが行われる際に最もよく話題にのぼること
　◆ 生存の可能性
　◆ 誤嚥（食物などが気管に入ってしまうこと）
次の数ページでは、これらの結果について考え、チューブを用いた栄養法についての利点、
欠点、その他の考慮すべき事柄について説明しています。
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栄養チューブをつけることによる合併症
本人が合併症を発症する確率についてある程度把握できるように、これまでに行われた研
究結果を要約してみました。以下の数字は平均値（医学雑誌に発表された論文から抽出）で、
人によって異なります。

＊　これらの値は胃ろうの場合だけです。空腸ろうにおける平均値は異なる可能
性があります。

感染症
•　軽度（皮膚）3,5-10

•　重度（生死にかかわる）4,5,8,9

出血
•　軽度（輸血なし）3,4,7

•　重度（輸血の必要性あり）3,4,7

一時的な下痢や腹痛3,5,9,11

一時的な嘔吐や吐き気3,5,11

チューブによる問題
•　軽度（抜け、詰まり、漏れ）3-9

•　重度（腸に穴があく）3,4,6,8-10

死亡
•　チューブをつけたことが原因5,8,9

100人中4人
100人中1人

100人中1人未満
100人中0人近く

100人中12人
100人中9人

100人中4人
100人中1人未満

100人中1人未満

ご本人はどのくらい長生きできるのでしょうか？

このグラフは栄養チューブをつけている
65 歳以上の高齢者 931 人当たり何人が
チューブをつけてから 30 日後、60 日後、
6ヶ月後、一年後、二年後に生存している
かを示したものです。グラフに使われてい
る数字は、日本における研究結果 31 を示し
たものです。特定の人の生存期間を確実に
予測することは困難です。
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合併症の種類　　　　　　　　　　　　　患者100人中、発症する可能性がある人数 *

栄養チューブをつけた人の経過を追った研究によると、以下の特徴がある人の生存期間は
比較的短いことが明らかになっています。
•　超高齢者（85歳以上）7,10,20,23

•　食物を誤嚥しやすい人10

•　すでに栄養不良状態がすすんでいる人7,15

•　がんと診断されている人20,23,33

•　血液検査の結果、炎症所見（CRP）と尿素窒素（BUN）の数値が高い人31

本人が延命を望む場合と望まない場合があり、これは、本人の生活の質、個人的な価値観
や信条により異なる可能性があります。
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海外では、チューブによる栄養法を用いた場合の本人の「生活の質」について、研究され
ていません。
日本では、胃ろうを作った認知症患者の家族を対象にし、胃ろうを作ったことは結果的に
よかったと思うかどうか、について調査 32 をしています。この調査の結果をみると、
33人中、60％の家族は「よかった」と答え、「よかったか、よくなかったか判断に迷う」
と答えた方が26.7％、「よくなかった」と答えた方が13.3％いました。
死は、誰にでもおとずれるものであり、口から食べられなくなったら寿命を迎えつつある、
という考え方もあります。命はただ延ばせばいいというものではなく、生きている間の生
活の質をなるべく高く保つこと（本人の人生がより豊かで快適であること）が重要です。

チューブによる栄養法を用いた場合の「生活の質」について

栄養チューブをつけるかどうかを判断する際に
考慮すべき要素にはその他どのようなものがありますか？

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栄養チューブをつける方
が、数週間待ってからつけるより回復しやすい可能性があります。32

周囲で起こっていることを全く認識しておらず、数ヶ月間、日常生活に必要なことを全て
他人が面倒を見ている状態の方では、栄養チューブの有無に関わらず、状態の改善が認め
られる可能性は低くなります。18

栄養チューブをつけるか、つけていないかで、入所出来る施設が限定される可能性があり
ます。医療チームとこの点について話し合う必要があります。
栄養チューブをつけている患者の中には栄養チューブを異物と感じ、イライラして落ち着
かず、チューブを引き抜こうとする患者もいます。これを防止するため、入院している場合、
医療チームが拘束や薬剤投与を提案することがあります。意思決定を行う代理人として、
この判断に関わる必要があります。代理人の同意なしでこの判断がなされてはなりません。

複数の研究結果 23,27,28 から栄養チューブをつけることで誤嚥を必ずしも防止できるとは限
らないことが分かっています。これらの研究によると、栄養チューブをつける前に誤嚥し
たことがある患者の半数以上が、栄養チューブをつけた後でも誤嚥していました。平均す
ると、栄養チューブをつけた人100人中16人が誤嚥することになります3,6,7,10。

栄養チューブをつけることで誤嚥は
減るのでしょうか？

ご　え  ん
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チューブによる栄養法は中止できるのでしょうか？
栄養チューブをつけると決める前に、チューブの除去やチューブによる栄養法の中止に関
する事柄を理解しておくとよいでしょう。
考慮すべき技術的な事項
栄養チューブが不要になった時、チューブを引き抜くことは技術的には簡単です。それに
は次の方法があり、医療者が行います。

チューブによる栄養法の中止が考えられる理由
•　本人が普通に食事を取れるまでに回復した場合
もしくは
•　本人は回復せず、栄養チューブが本人にとって最善の処置ではなくなった場合　
　この場合、チューブによる栄養法を中止するか否か医療チームとともに話し合いましょ
う。

1)　引っ張ってチューブを抜きます。この方法でチューブは除去
できるようになっています。安全で、痛みはほとんどありません。
もしくは
2)　体外でチューブを切断し、内視鏡を用いて口からチューブを
取り除きます。

栄養チューブの利点や欠点及び他に考慮すべき事項は何でしょうか？
利点
＋本人が再び食事が取れるまでに回復する可能性があります。
＋本人はより多くの栄養を取ることが出来ます。
＋口からは飲みにくい薬を栄養チューブから入れることができます。
欠点
－軽度もしくは重度の出血、感染、チューブによる問題、死亡などチューブによる栄養法
による合併症が生じる可能性があります。
－本人が、栄養チューブを異物と感じて、イライラして落ち着かない可能性があります。
－栄養チューブにより介護を受ける場所が制限される可能性があります。高齢者を受け入
れる施設 ( 特別養護老人ホームなど ) は医療者の数が少ないため、栄養チューブをつけ
た方を受け入れることが、難しい場合があります。一方、療養型病院などでは、栄養チュー
ブをつけることを求められる場合があります。
他の考慮すべき事項
•　誤嚥しやすい人では、栄養チューブによって誤嚥は防止出来ません。
•　栄養チューブによって、本人の人生がより豊かになり快適に過ごせるようになる場合
とそうでない場合があります。
•　意思決定を行うためのステップをふむことで、納得のいく意思決定を行いましょう。
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鼻または口から胃まで通すチューブのことです。
胃ろうと異なり、短期間のみ（6週間くらいまで）チューブによる栄養法を用いる場合に
使用します。
経鼻胃管を数週間用いた後に、胃ろうを作る場合もあります。
流動食をバックに入れ、チューブを通して胃に送る点は、胃ろうと同じです。
胃ろうと比較した長所と短所は、以下のように整理できます。
利点
＋胃ろうと比べて、設置が簡単です。
欠点
－本人が苦痛を感じ、自分でチューブを抜いてしまうことがあります。
－チューブを入れる時に、食道ではなく、誤って気管に入れてしまい、それに気づかずに
流動食を注入して、誤嚥を引き起こす場合もあります。

経鼻胃管とは、どのようなものでしょうか？
け い　び　　い　 か ん
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サポーティブケアとは何でしょうか？
サポーティブケアとは、本人の生活の質を高めるケアともいえます。具体的には以下のもの
があります。
　1　可能な場合は、食事の介助をする
　2　本人の不快感を取り除くための他の処置
　3　輸液療法
1.　食事の介助
•　摂食障害のある高齢者では、食事の介助が出来る場合と出来ない場合があります。
•　栄養チューブをつけている人の中には、口からも食物を摂取できる人がいます。
食事の介助が出来るかどうかはどのように判断するのでしょうか？
•　医療チームのメンバー（例えば、医師、看護師、言語聴覚士など）が患者の食事の介助
をしても安全かどうかを判断します。

•　特別な嚥下試験により、本人が無理なく摂取できる食物の硬度を調べる場合があります。
誰が本人の食事の介助をするのでしょうか？
•　訓練を受けた医療従事者（看護師、看護助手など）
•　家族、友人、ボランティアの人
どのように食事の介助をするのでしょうか？
•　摂食障害のある人の誤嚥を防止するために適切な食事介助方法が必要となります。
その方法には次のものがあります。
•　本人をベッドから起き上がらせます。
•　適切な軟らかさの食物を選びます。
•　本人が食物をうまく飲み込めず口の中に残している場合は、吸引をして取り除くことが
あります。

•　食事の介助には１時間程度かけることがあります。
2.　摂食・嚥下障害にかかわらず、本人の不快感を取り除くための他の処置
•　本人の口をグリセリン綿棒や氷のかけらで湿らせます。
•　薬剤による痛みの抑制
•　呼吸障害がある場合には酸素吸入
•　便秘の治療
•　精神的もしくは情緒的なサポート
•　皮膚の手入れ
3. 　輸液療法
•　点滴をすることもできます。摂取カロリーは、チューブを用いた栄養法に比べ低いです。
　 主に水分を投与することができます。

治療の選択肢は？
介護対象となっている人に摂食・嚥下障害がある場合、医療チームは以下の選択肢を提案します。

　　または　　　
サポーティブケア

＋
栄養チューブの設置

サポーティブケアのみ
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サポーティブケアのみを受ける場合の利点と欠点
利点
＋チューブによる栄養法による合併症（出血、感染、チューブによる問題、死亡など）を
心配しなくてよいです。
＋栄養チューブをつけないので、栄養チューブをつけることで本人がイライラして落ち着
かなくなることはありません。そのため、拘束されることや薬剤を投与される機会も減
ります。
＋基本的に介護を受ける場所は制限されませんが、点滴を受ける場合のみ、制限されるこ
とがあります。
＋自然な状態で生活することができます。人工的に栄養をとるのではなく、本人が食べた
い量を食べていただくことができます。サポーティブケアのみを受けるほうが、本人に
とって生活の質が高い場合もあります。
欠点
－栄養チューブをつける場合と比べて、本人がとる栄養の量は減ります。
－栄養チューブをつける場合と比べて、生存期間が短くなる可能性があります。
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意思決定を行うためのステップ
①　本人はどのような状況に置かれていますか？
•　摂食 ( 食べること )障害の原因となっている病気が良くなる見込みはありますか？
•　栄養を供給するために栄養チューブは必要ですか？
•　栄養チューブに伴う特定の合併症（例えば軽度もしくは重度のチューブによる問題、
出血、感染）についてどの程度ありそうですか？

•　本人が栄養チューブによってイライラして落ち着かない可能性があり、チューブを
つけ続けるために拘束する必要がありそうですか？

•　栄養チューブをつけることにより、本人が生活できる場所が変わりますか？
•　本人は誤嚥していますか？
•　本人には生存の可能性が減少する特定の要因 (がんなど )がありますか？
•　栄養チューブは本人の生活の質にどんな影響を及ぼしそうですか？

②　本人は何を望むでしょう？
•　栄養チューブなどの医療技術の利用について、本人はこれまでに意思（リビングウィ
ルもしくは以前に語っていた事で）を表示したことがありますか？

•　終末期介護について本人はどのような信条や価値観を持っていますか？
•　本人が栄養チューブの利点と欠点を比較した場合、本人はどのような選択をすると
思いますか？

•　本人にとって何が最善だと思いますか？

③　本人に代わって決定するがあなたに与える影響
　•　罪悪感
　•　他人からのプレッシャーを感じる
　•　自分の個人的信条と患者の信条との間での葛藤
　•　栄養チューブを継続することに関する将来的な判断についての不安

④　決断する前に明確にしておかなければならない疑問点は？

⑤　誰が栄養チューブをつけることについての判断をすべきですか？

⑥　栄養チューブをつけることについて、総合的にどのような見解を持っていますか？

意思決定を行う助けとなるノートを作成しました。書き込みながら、考えを整理していき
ましょう。

次の数ページに渡り、意思決定を代理で行った数例を紹介します。

これらの例は、ある判断方法が、正しいか間違っているかを示唆することを目的として挙
げられている訳ではありません。
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意思決定の方法例① 花子さんの場合
花子さんは数日前に突然、脳卒中を発症しました。

① 花子さんの健康状態

② 花子さんが望むと思われることは何ですか？

利　点 他の考慮すべき事項 欠　点

回復
不確実

栄養状態
-　栄養不良なし
-　食事介助は必要？
-　床ずれなし

これまでの話し合い　あり

リビングウィル　　　なし

③ 判断があなたにどういう影響を与えますか？
罪悪感‐あまりない 他人からのプレッシャー‐あまりない
葛藤‐あまりない 将来の不安‐大きい

④ 決断する前に明確にして置かなければならない疑問点は何ですか？
　花子さんが脳卒中から回復する見込みはありますか？これから数ヶ月間以内に回復しない場合、彼
女がチューブの継続を望むとは思えません。その時点で、チューブを抜くことを決められますか？
チューブの除去はどの程度難しいのですか？

⑤ 誰が栄養チューブをつけることについての判断をすべきですか？
　花子さんがこれまでに行った意思表示を基にして、花子さんの医師と私が一緒に判断します。

⑥ 栄養チューブをつけることについて、総合的にどのような見解を持っていますか？

栄養チューブについての本人の考え

賛成　　　　　　　わからない　　　　　　　反対

生活の質
-　過去3ヶ月間の生活の質は良好
-　チューブをつけることにより満足できる生活の質が得られますか？
-　チューブの設置により花子さんが再び自立した生活を送ることが出来るな
ら彼女は望むでしょう

生存の可能性
-　85歳未満
-　栄養不良なし
-　悪性腫瘍なし

誤嚥
なし

合併症
リスクは小さい
興奮（イライラ）
可能性は低い
生活の場
チューブをつけると　長期介護
施設へ移動することになります

チューブを
つける

わからない サポーティブ
ケアのみ
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意思決定の方法例② 太郎さんの場合
太郎さんは進行性アルツハイマー病を8年間患っています。

① 太郎さんの健康状態

② 太郎さんが望むと思われることは何ですか？

利　点 他の考慮すべき事項 欠　点

回復
可能性は低い

栄養状態
-　非常に重い栄養失調
-　食事の介助は可能？
-　床ずれあり

これまでの話し合い　なし

リビングウィル　　　あり

③ 判断があなたにどういう影響を与えますか？
罪悪感‐多少ある 他人からのプレッシャー‐あまりない
葛藤‐あまりない 将来の不安‐あまりない

④ 決断する前に明確にして置かなければならない疑問点は何ですか？
　チューブがないと太郎さんは空腹感やのどの渇きを感じますか？
太郎さんの介護施設では栄養チューブをつけた人を受け入れていますか？

⑤ 誰が栄養チューブをつけることについての判断をすべきですか？
　太郎さんからこの状況でどうすればいいのかについての話はなかったので、太郎さんが望むと思われ
ることを基に私が判断しなければなりません。太郎さんを長年にわたって診てきた医師と相談します。

⑥ 栄養チューブをつけることについて、総合的にどのような見解を持っていますか？

栄養チューブについての本人の考え

賛成　　　　　　　わからない　　　　　　　反対

生活の質
-　過去3ヶ月間の生活の質は不良
-　チューブをつけることにより太郎さんにとって許容できる生活の質が得ら
れる可能性は低い

-　主要な目的は不快感を除くこと

生存の可能性
-　85歳以上
-　非常に重い栄養失調
-　悪性腫瘍なし

誤嚥
あり

合併症
リスクは小さい
興奮（イライラ）
可能性あり
生活の場
チューブをつけると施設を移動
することになるかは不明

チューブを
つける

わからない サポーティブ
ケアのみ
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意思決定の方法例③ 梅さんの場合
梅さんは10日前、重度の脳卒中を発症しました。

医師によると彼女は回復できないかもしれない、ということでした

① 梅さんの健康状態

② 梅さんが望むと思われることは何ですか？

利　点 他の考慮すべき事項 欠　点

回復
可能性は低い

栄養状態
-　栄養不良なし
-　食事介助は必要？
-　床ずれなし

これまでの話し合い　あり

リビングウィル　　　なし

③ 判断があなたにどういう影響を与えますか？
罪悪感‐大きい　 他人からのプレッシャー‐多少ある
葛藤‐大きい。自分ならチューブを望みません。　 将来の不安‐多少ある

④ 決断する前に明確にして置かなければならない疑問点は何ですか？
　どのような判断をすれば梅さんの宗教的信条が最も尊重されるでしょうか？

⑤ 誰が栄養チューブをつけることについての判断をすべきですか？
　医師と梅さんをよく知る牧師と相談してから判断します。

⑥ 栄養チューブをつけることについて、総合的にどのような見解を持っていますか？

栄養チューブについての本人の考え

賛成　　　　　　　わからない　　　　　　　反対

生活の質
-　過去3ヶ月間の生活の質は良好
-　梅さんが良好な生活の質を再び得る可能性は低いが、梅さんにとってそれ
が問題となるとは思えません

-　宗教的信条は梅さんにとって非常に重要なものです

生存の可能性
-　85歳未満
-　栄養不良なし
-　悪性腫瘍なし

誤嚥
あり

合併症
リスクは小さい
興奮（イライラ）
不明
生活の場
チューブをつけると　別の施設
に移動することになります

チューブを
つける

わからない サポーティブ
ケアのみ
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栄養チューブをつけた人と、つけていない同様の人のどちらの生存期間が長くなるかを比
較した無作為化試験はありません。そのため、生存に関するこの質問に対する簡単な答え
はありません。
高齢者養護施設において実施された非無作為化試験により、チューブによる栄養法の人と
そうではない同様の人では、生存期間に差はないことが分かっています。しかし、チュー
ブによる栄養法を行わなかったら、これらの人がどのくらい生存できていたのかは不明で
す。チューブによる栄養法を行った人は行わなかった人に比べて、病気が重かった可能性
があります。

チューブを用いた栄養法についての
研究結果 (生存の可能性 )

チューブを用いた栄養法についての
研究方法

結果について理解を深めるために、実施可能な研究方法には異なる種類があることを知っ
ておく必要があります。基本的には3種類あります。

ひむさくいかしけん

　無作為化試験
•　栄養チューブをつけるかどうかはランダムに選んで決められます。
•　栄養チューブをつけた人を、栄養チューブをつけない人と比較できます。
•　確信性の高い結果が得られます。
　（チューブを用いた栄養法の無作為化試験は実施されたことがありません。）

　非無作為化試験
•　栄養チューブをつけることを選択した人と栄養チューブをつけない人を比較します。
•　栄養チューブをつけることを選択した人は、栄養チューブをつけない人と比較して、結果に影響を
及ぼす様々な要因が異なっている可能性があります。

•　結果の確実性は、比較的低くなります。

　症例検討
•　栄養チューブをつけた人のグループの経過観察を行います。

むさくいかしけん

栄養チューブをつけた人とつけていない人で誤嚥の発生率を比較した無作為化試験はあり
ません。
栄養チューブをつけた人とつけていない人を比較した非無作為化試験では 14,26、チューブ
をつけた人の方が、誤嚥しやすい傾向があることが認められています。しかし、これらの
試験結果では、栄養チューブをつけたために誤嚥する可能性が高くなったのか、誤嚥しや
すい人が栄養チューブをつけることが多いのかは明らかでありません。

チューブを用いた栄養法についての
研究結果 (誤嚥の可能性 )
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 チューブによる栄養法導入を検討するためのノート  

 利点  

症状が回復する可能性  

基礎疾患 

回復の見込み 
あり なし 不明 

再び自分で食事ができるようになる見込み 
あり なし 不明 

栄養状態が改善する可能性 
本人は非常に重い栄養失調 

はい いいえ 
食事の介助の可能性 

あり なし 多分 

他の考慮すべき事項  欠点  

生存の可能性が減少する要因 

 
本人は85歳以上 

栄養不良 

以前に悪性腫瘍と診断された  

はい いいえ 

はい いいえ 

はい いいえ 

誤嚥 
栄養チューブをつけることにより誤嚥しやす
い患者の誤嚥を防止できるとはいえません。 

 

栄養チューブによる合併症 
 

軽度：感染、出血、一時的な下痢、チューブに
よる問題 
 

重度：感染、出血、チューブによる問題、死亡  

チューブによる興奮（イライラ） 
栄養チューブにより患者がイライラして落ち着
かない可能性はありますか？ 

あり なし 不明 

特別な施設の必要性 
栄養チューブをつけることにより本人が介護を
受けられる施設は限定されますか？ 

あり いいえ 不明 

生活の質  

過去 3ヶ月間の本人の生活の質 良好 普通 不良 不明 

栄養チューブをつけることにより本人が許容できる生活の質が得られますか？ はい いいえ 不明 

栄養チューブをつけることにより生活の質が低い状態が長く続く可能性がありますか？ はい いいえ 不明 

本人が望むことは何ですか？ 
本人はこれまでに健康管理についての意思表示を行った事がありますか？ 

これまでの話し合い
 

リビングウィル
 あり なし 

あり なし 

リビングウィルやこれまでの話し合い、または本人の信条を基に、本人
が 今の状況において栄養チューブのような医療技術を利用することにつ
いてどう考えるとあなたは思いますか？ 

賛成 わからない 反対 
裏へ
↓

1

2



判断があなたにどういう影響を与えますか？ 

罪悪感 

他人からのプレッシャー 

自分の個人的信条と本人の信条との間での葛藤 

チューブを継続することに関する将来的な判断についての不安 

あまりない 多少ある 大きい 

誰が栄養チューブをつけることについての判断をすべきですか？

決断する前に明確にして置かなければならない疑問点は何ですか？

 

栄養チューブをつけることについて、総合的にどのような見解を持っていますか？ 

チューブをつける わからない サポーティブケアのみ 

3

4

5
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