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事例
退院患者の予後の調査

原町赤十字病院 第１外科部長

内田信之 氏

医療と介護の専門職の連携で
胃ろう患者の生活を支える

でに存在する多くの胃ろう患者がより

よく生活するために、吾妻地域での胃

ろう管理の標準化がもっとも重要であ

ると考えました。そのため、多くの勉

強会やセミナーを開催しました。

一方、胃ろう患者の大半は脳血管疾

患を患った方々であり、寝たきりの方

や自分の意思を伝えられない方も数多

くいました。また、当院で胃ろうを造

設した方の多くは、吾妻地域のほかの

医療介護施設に転院していました。こ

れらの医療スタッフと何度も顔を合わ

内視鏡的胃ろう造設術は消化器内科の

成 年には吾妻地域ＮＳＴ連携協議会

勉強会、セミナーを開催しました。平

で、もっとも重要なのは、胃ろうの造

している家族の皆さまと話をするなか

せるなかで、また自宅で胃ろうを管理
医師が行なっており、私自身が胃ろう

﹁胃ろうの適応を考えるには、胃ろうをつくられた患者の予後を知らなければならない﹂と考えた
原町赤十字病院ＮＳＴは、その予後を調査。地域一体型の胃ろう管理のあり方を模索している。

私自身の胃ろうの黎明期
私が外科医になったのは昭和 年で
す。それからの 年間、私が胃ろうに

う造設件数は、年々増加していました。

した。一方、消化器内科医による胃ろ

にかかわることはほとんどなくなりま

の対応がスムーズになるような組織づ

胃ろうの造設や交換、あるいは緊急時

胃ろう患者同士の連携の促進を図り、

を組織し、主に胃ろう管理の標準化や

とであるとわかりました。

設前に胃ろうの適応について考えるこ

しましたが、すべて進行食道がんの方

ん。かつて全身麻酔下に胃ろうを造設

たこともあり、この頃から胃ろうにつ

上がりました。私がチェアマンになっ

域の医療・介護施設と協力し、この地

くりをしました。平成 年には吾妻地

できません。なぜなら、患者が異なれ

胃ろうの適応は教科書で学ぶことは

記憶しています。初めて内視鏡的胃ろ

ろう患者が 名いることを知ったうえ
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す。医学的な理由はもちろん重要です。
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で、吾妻地域の在宅胃ろう患者を支援

に重要なのは、その方自身の考えです。

しかし、それと同様もしくはそれ以上

う造設術を経験したのは、平成 年で
科の医師からの紹介であり、その多く

る患者自身が、そのときに自分の意思
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景や家族の考え、生活環境、患者の今

そうなると次に重要なのは、家族背

を伝えられることは稀です。

造設数は、ＮＳＴ稼働後は年間 件前
後と安定しました。
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となく簡単につくってしまっていいの

らといって、その方の人生を考えるこ

うの適応を考えるには、実際に私たち

私たちが、胃ろうの意義、つまり胃ろ

る医療人がどれだけいるでしょうか？
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原町赤十字病院 NST のメンバー。 前列中央が内田信之医師
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