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在宅胃ろう患者の訪問調査から見えてきた在宅医療の問題と今後の展望
Current	problems	and	prospects	for	the	future	of	home	care	that	we	have	seen	from	door-to-door	survey	of	home	patients	with	gastrostomy
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要旨：【目的】群馬県吾妻地域の在宅胃ろう患者の自宅に直接訪問調査し、胃ろうと在宅医療の問題および今後の展望につ
いて考察した。【方法】平成25年秋に吾妻地域の全胃ろう患者の調査を行った。在宅胃ろう患者については、直接聞き取
り調査を行った。【結果】吾妻地区には胃ろう患者は74名で、このうち在宅の方は14名（18.9%）であった。胃ろう造設
に本人の意思が明らかに関わったのは2名のみで、他は家族が主治医の意見をもとに造設を決定していた。【考察および結
論】在宅で暮らす胃ろう患者や介護者からは、胃ろうを造ってよかったという意見とともに、今でも胃ろうを作ったことに悩
むあるいは将来に対する不安の声も聞かれた。私たちは健康である時から、自分自身や家族が経口摂取できない状況、意
識のない状況などに陥る可能性があることを考えることが重要と思われた。
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原著

はじめに

　群馬県吾妻郡（吾妻地域）は、面積では県全体の20％を占
めるものの、人口については6万人を下回り県全体の3％弱に
満たない、少子高齢化が進む山間地域である。日本の多くの
地方と同様、老々介護の増加、単身世帯の増加、認知症患
者の増加、寝たきり患者の増加など、多くの医療上の問題点
を抱えている。胃ろうの問題については、吾妻地域では一つ
の病院の問題ではなく地域の問題としてとらえ、平成18年より
数回にわたりセミナーや講習会を開催してきた。
　昨今、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で人
生の最後まで自分らしい暮らしが継続できることを目的とした、
住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築の重要性が叫ばれている。しか
しながら、実際に在宅で要介護状態の方とともに暮らす家族
の苦労については、その状況を経験したことのないものにとっ
て理解することは困難である。今回、吾妻地区で過ごされて
いる在宅胃ろう患者本人および家族に直接お会いし、本人や
家族の思いを傾聴することで、胃ろうの問題および在宅医療
の問題を考察したので報告する。

目的

　在宅胃ろう患者と家族の思いから、胃ろうの問題、および
在宅医療の問題について検討する。

方法

　平成25年7月1日より平成26年1月31日までの7か月間に、吾
妻地区で暮らす在宅胃ろう患者の家へ直接訪問調査した。
また、吾妻地区の医療介護施設で胃ろうを持つ患者につい
ても、アンケート調査および一部の施設には直接訪問調査し
た。なお倫理的配慮として、在宅胃ろう患者とその家族に対
しては、研究の概要、研究目的、研究協力の任意性と撤回
の自由、研究方法、研究協力者にもたらされる利益および不
利益、個人情報の保護、研究成果の公表について、紙面お
よび口頭で説明し同意を得た。また、アンケート調査ならびに
医療介護施設への訪問調査も、同様の説明を行い、紙面お
よび口頭で説明し同意を得た。

結果

　吾妻地域の胃ろう患者に関わると思われる25の医療介護
施設、および14名の在宅胃ろう患者、家族より本研究の協力
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図1　胃ろう患者の現在の年齢 （n=74）

図2　胃ろう患者の現在の介護度レベル （n=54）

図3　胃ろう患者の現在の経口摂取の状況 （n=54）

をいただいた。その結果、平成25年9月の時点で吾妻地域の
胃ろう患者は74名（病院介護施設60名、在宅14名）いること
が判明した。平成21年の調査では111名（医療介護施設91
名、在宅20名）であり、吾妻地区の胃ろう患者は約3割減少し
ていた。74名の胃ろう患者のうち54名（全体の70％、医療及
び介護施設の患者60名中41名68％、在宅患者14名中13名
93％）から、訪問調査の了解を得られた。
　最初に胃ろう患者の現在の状況につい
ての結果である。74名の胃ろう患者の所
在は、病院30名、特別養護老人ホームお
よび老人保健施設などの介護施設30名、
在宅14名であった。年齢は80歳代が最も
多く、全体の38％を占めた。70歳以上が
全体の76％を占めたが、40歳未満の若年
者も5名（6.8％）認めた。この5例のうち3例
は在宅患者であった（図1）。男女比では
女性が65％と多い傾向にあった。現在の
介護度レベルについては、確認できた54
名中30名（56%）が介護度5であった。特
に在宅患者では69%が介護度5であり、家
族の負担の大きさを改めて知ることができ
た。病院に入院中の患者では未申請の方
も多数あった（図2）。経口摂取の状況は、
31％が水分のみを含め経口摂取していた。
在宅患者では半分以上の患者が経口摂
取を行っていた（図3）。在宅胃ろう患者の
現在の主たる介護者については、配偶者
がほぼ半数で、その他両親、娘、妹であっ
た（図4）。
　続いて胃ろう造設時の状況について、訪
問調査を行った54名の結果である。基礎
疾患については脳血管障害が全体の56％
と最も多く、その他、認知症、パーキンソン
病などであった（図5）。胃ろう造設時の認
知症自立度については、認知症高齢者の
日常生活自立度で分類すると、日常生活に
支障をきたす症状が見られるランクⅢ、Ⅳが
37％に認めた（図6）。ただし、認知症がな
いとした患者を含め多くの患者は、脳血管
障害などのため認知症の判定そのものが
不可能もしくは意思の疎通のできない患者
であった。造設時の意思決定については、
病院や介護施設に入院、入所している患
者では不明の場合もあったが、本人が明ら
かに関わって決定した例は、74名中わずか
に2名のみ（2.8％）であった。

　最後に在宅胃ろう患者宅への直接訪問調査13名の結果
である。ほとんどが家族の回答であったが、本人の意見も少
数であるが聞くことができた（表1）。胃ろうを知った経緯では、
主治医からの説明で初めて知ったという方が大半であった。
胃ろう造設に至ったプロセスでは、主治医からの説明の後に
家族や訪問看護師などとともに相談し決定したとの回答が多
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図4　胃ろう患者の現在の主介護者 （n=13）

図5　胃ろう患者の造設時の基礎疾患 （n=54）

図6　胃ろう造設時の認知症自立度 （n=54）
認知症高齢者の日常生活自立度で分類。Ⅲは日常生活に支障をきたすような症状・行動や意志疎通の
困難さが見られ、介護を必要とするレベル。Ⅳは日常生活に支障をきたすような症状・行動や意志疎通
の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とするレベル。Mは著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤
な身体疾患が見られ、専門医療を必要とするレベル

かった。造設時の胃ろうのイメージでは、しかたがない、不安
と感じる家族と、胃ろうを作ることで希望が持てたという家族と
ほぼ半々であった。胃ろう造設後の居住場所を決めた経緯で

は、初めから自宅に連れていくと決めていた、という回答が複
数あった。一方、全介助状態で自宅では困難と感じた家族の
場合は介護施設を選択し、医療行為が必要と感じた家族の

場合は病院を選択していた。家族の今の
思いについては、胃ろうを作ってよかったと
いう回答が大半であったが、胃ろうを造設
したことに今でも悩む、本人の意思がわか
らず不安という答えも聞かれた。今後の心
配事については、特に在宅で介護者自身
も高齢者となっていくため、不安であるとい
う声もあった。在宅患者、家族が介護施
設にお願いしたいことでは、薬剤注入方
法や栄養量などを含め、胃ろうの取り扱い
の統一化を希望するという意見があった。

考察

　胃ろうの問題は、医療全体からみれば
ひとつの小さな分野に過ぎないが、高齢
社会、認知症、在宅医療など様々な分野
と深く関連があり、この問題を考えることが、
地域医療や在宅医療などの問題点、さら
に今後の日本の医療のあるべき姿を総合
的に問い直すきっかけになると思われる。
　今回の調査で、吾妻地区の胃ろう患者
は4年前に比べ約3分の2に減っていること
が判明した。実際、吾妻地区の中核病院
である原町赤十字病院の胃ろう造設数も
平成23年から減少傾向にあり、一時は年
間30例から40例の造設数であったが、現
在では年間10例程度である。今回の研究
では正確な数を調査していないが、相対
的に経鼻胃管や経静脈的な栄養補給が
増加していることを臨床の場では実感して
いる。これは、最近の胃ろうにまつわる様々
な報道の影響も大きいと考えている。胃ろ
うの造設が増えることが良いことであると
考えているわけではないが、胃ろう造設そ
のものを全否定することは決して望ましいこ
とではない。
　今回の調査で、病院、介護施設など8
施設、在宅患者13家族を訪問調査するこ
とができた。特に在宅胃ろう患者について
は14名中13名と、ほとんどの患者とその家
族に了解が得られ、直接ご家庭に訪問で
き、生の声を聴くことができたことの意義は
極めて大きいと考えている。胃ろうを知っ
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表1　在宅胃ろう患者への訪問調査結果 （n=13）

た経緯を聞いたところ、造設前は知らなかったと答える家族
がほとんどであり、主治医からの説明を受けた後に家族で相
談し、ある家族は不安を感じながら、ある家族は希望をもって
造設したことがわかった。最近は胃ろうに関する多くの報道
があるため、造設前に全く知らないと答える家族は今後少な
くなっていくものと思われる。造設時の胃ろうのイメージについ
ては、不安に思う家族もいるものの、病院や介護施設の患者
家族に比較すると、将来への希望をもって胃ろう造設を選択
したという回答が多い傾向にあった。さらに胃ろう造設後の居
住場所として、初めから在宅で看ていくと決めていたという回

答も複数あった。現在の
思いや今後の心配事につ
いては、胃ろうを作ってよ
かったと積極的に発言す
る声が多かったのが印象
的であったが、一方で介
護者自身も年を取るなど
の現状や将来に対する不
安を感じている意見も複
数あった。直接訪問調査
から感じられたことは、吾
妻地区での在宅胃ろう患
者家族については、家族
関係が良好なこと、家族
の気持ちがまとまっている
こと、社会的、経済的にも
ある程度ゆとりがあること、
そしてキーパーソンが確
立していることがその特徴
であると感じられた。最近
は在宅医療の重要性が
叫ばれている。理念として
その考えに異論はないが、
現在の日本の在宅医療は
家族介護の存在があれば
こそ実現していることも忘
れてはならない事実であ
る1）。介護者自身も年を重
ねいつ病に倒れるかわか
らないこと、さらに単身世
帯や認知症患者、老々介
護の増加などの社会的要
因により、この制度を確立
していくためには、医療者
に加え行政や民間ボラン
ティアなどとの地域一帯で
の関わりが、ますます重要

となっていくものと思われる。
　今回の在宅胃ろう患者および医療介護施設の胃ろう患者
の調査で私たちが最も重要と考える問題は、胃ろう造設前の
本人の意思の確認である。平成18年から22年までの5年間に
当院で胃ろうを造設した144名を後ろ向き調査したところ、造
設前に本人の意思が確認できたのは13名（9.0％）であった。
今回は、現時点で胃ろうが造設されている患者の調査である
ため単純な比較はできないが、造設前に本人の意見が明ら
かに関与していた例は、74名中わずかに2名のみ（2.8％）で
あった。つまり吾妻地区で胃ろうを造設されている患者のほと
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んどは、造設時に本人の意思を確認できていなかった、という
ことがわかった。吾妻地区では胃ろう患者のセイフティネット構
築のために、胃ろう管理のセミナーを複数回開催しつつ、胃ろ
う造設病院と介護施設間での地域連携を通した積極的な情
報交換、胃ろう患者の急変時の連絡先の徹底などの取り組
みを行い、現在では胃ろう造設やカテーテル交換が非常にス
ムーズに行われるようになっている。今回の調査を通じて、こ
の取り組みだけでは十分なセイフティネット構築に至らないこと
を認識できた。医療介護者の胃ろう管理の手技の向上に加
え、胃ろう造設後の本人や家族の現時点の不安や悩み、そ
して将来にわたる不安や悩みに対して積極的に関わること、
そして何より造設の時に将来に起こるかもしれない様々な問
題を提示し、本人、家族と十分相談し、医療者との信頼関係
をしっかり築くことが、真の意味でのセイフティネットの構築で
あると確信した。
　したがって、現在の吾妻地域で胃ろう造設時に本人の意
思が確認できないことが多いということは、極めて重要な事実
である。そのためにも、私たちは健康である時から胃ろうの問
題だけでなく、がんや認知症の末期となり自分自身が経口摂
取できない状況、意識のない状況などに陥る可能性があるこ
とを考えることが重要と思われた2）～5）。医療者は最後まで本
人の意向や人生観を尊重したケアを実践していくことが重要
である。ただし医療者が考える思いと、本人が考える思いが
必ずしも一致するとは限らない。むしろまったく異なることもあ
りうるであろう。そこで私たちは現在二つの事業を吾妻地域
で展開している。ひとつは「リビング・ウィル」の啓発活動であ
り、各職種の医療者だけでなく一般住民の方々に対しても研
修会を行っている。研修会に参加する人数は10名から70名と
様々であるが、これまでに20回を超える講演会を開催した。も
う一つの事業は「私の意思表示帳」の作成である。この手帳
は医療用語の簡単な説明とともに、自分自身が意思表示をで
きなくなった時の医療行為についてどうするかを記すことがで
きる。私たちはこの手帳をできる限り多くの人（家族がいる方
も一人暮らしの方も）に手にしていただき、自分の生きる意味、
そして家族の意味を問い直すきっかけになれば幸いと感じて
いる。この二つの活動は、在宅医療を進めるうえでも欠かせ
ないものと考え、この手帳を吾妻地域の各医療介護施設に
配布した。多くの住民に手にしていただき、吾妻地域全体で
この問題をディスカッションできる土壌を作っていくことが在宅
医療の理解や推進のひとつの鍵になると感じている。
　なお、「NPO法人あがつま医療アカデミー」は、吾妻地域の
中核病院である原町赤十字病院と、地元の医師会、歯科医
師会、看護師会、薬剤師会、栄養士会が協同して平成24年
7月に設立された。現在の医療のキーワードである「チーム医
療」を病院単位で行うのでなく、地域全体で実践することを目
的としている。今回の二つの事業も、これらの会より賛同をい
ただき活動中である。

結論

　今回の調査の結果、以下の点が明らかになった。
①群馬県吾妻地区（総人口6万人弱）での胃ろう患者数は74
名であり、このうち在宅胃ろうの患者は14名（18.9％）であっ
た。5年前の調査では胃ろう患者数は111名、このうち在宅
胃ろう患者は20名（18.0％）であり、胃ろう患者総数は減少
したものの、在宅患者の割合は不変であった。
②在宅胃ろう患者の特徴として、家族関係が良好なこと、家
族の気持ちがまとまっていること、社会的、経済的にゆとり
があること、そしてキーパーソンが確立していることがあげ
られた。
③胃ろう患者74名のうち、胃ろう造設前に本人の意思が明ら
かに関わっていたのは2名（2.7％）のみであった。
　以上の点より、自分や家族が癌や認知症の末期となり経口
摂取できない、あるいは意識のない状況に陥る可能性を、私
たちは普段から思いめぐらすことが重要であると考え、現在
「リビング・ウィル」の啓発活動、および「私の意思表示帳」
の作成配布事業を行っている。

　この研究は、2013年度前期、公益財団法人在宅医療助
成勇美記念財団より助成を受けて行われたものであり、最終
報告の内容を一部加筆修正したものである。

　本論文に関する著者の利益相反なし
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Current problems and prospects for the future of home 
care that we have seen from door-to-door survey of 
home patients with gastrostomy 
Nobuyuki Uchida Rumi Kenmochi Taeko Nagai Madoka Yamazaki  
Yoshie Nakajima Tomomi Miyazaki Toshie Takayanagi Sachiko Kanou

Agatsuma Medical Academy

Purpose: The purpose is that we discuss current problems and prospects for the future of home 
patients with gastrostomy and home care after visit investigation of home patients with gastrostomy in 
Gunma Prefecture Agatsuma region.
Methods: We surveyed all patients with gastrostomy in Agatsuma region in the fall of 2013. We 
interviewed directly for home patients with gastrostomy
Result: There were 74 patients with gastrostomy including 14 home patients (18.9%) with 
gastrostomy in Agatsuma region. There were only two patients involved to their will to gastrostomy 
before they undergo gastrostomy. For almost cases, families had decided to gastrostomy based on 
the opinion of the physician.
Conclusions and discussion: Home patients and families said that we were glad to make 
gastrostomy, while we were suffered by gastrostomy and we had anxiety about the future. It is 
important that we think a possibility of falling in a situation of oral intake impossible and an absence of 
consciousness when we are healthy.
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