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非がん疾患と地域包括ケア

1患者の人生の締めくくりにどう寄り添うか
高齢化が進み、長く生きることより命の質が問われる時

代となった。心肺蘇生拒否（do not attempt resuscita-
tion；DNAR）はもはやスタンダードであり、緩和ケアも
普及してきた。一方で在宅医療も普及し、在宅でも病院に
近い医療が受けられるようになっている。

こうした中で、医療・介護・福祉関係者は、高齢化に伴
う認知症の増加などにより、どのようなケアを行うかにつ
いて困惑することがある。 患者本人の意思が確認できな
い、あるいは患者本人の意思を実行できないケースが増え
ているからである。すなわち、患者の人生の締めくくりの
時期に、家族や医療・ケア関係者等がどのように寄り添う
かが大きな課題となっている。

患者1人ひとりの希望に沿った生き方を実現するために
は、その意思を十分尊重し、患者にとって最善となる医療
およびケアをよりいっそう充実させていくことが望まれ
る。しかしながら、人生の最期に至る軌跡は多様（図1）1，2）

であり、患者の意思も変わることが考えられる。2017年
度「人生の最終段階における医療に関する意識調査」でも、
人生の最終段階における医療・療養について考えたことが
ある人が59.3％だが、家族等や医療介護関係者と話し合
ったことのない人が55.1％に上り、さらに文章に残して
いる人は事前指示書の作成に賛成した人のうち8.1％にす
ぎない。

したがって、かかりつけ医等の医療従事者は早くから適
切な情報提供と説明を行い、患者本人が意思を明らかにで
きるときから、患者やそのご家族等と医療・ケアチームで

繰り返し話し合いを行うことが重要である。

2 アドバンス・ケア・プランニング（ACP）への
関心の広まり
2018年3月の厚生労働省の「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」の中で
アドバンス・ケア・プランニング（advance care plan-
ning；ACP）という言葉が取り上げられ、同年の診療報酬
改定で、ターミナルケア加算の要件にACPが加えられた。
以来、看取りを行う医療介護の現場でACPが急速に関心
を持たれるようになり、厚労省は「人生会議」という愛称
をつけて普及に努めている。
①ACPで話し合う内容

ACPは、これからの生き方を前向きに考えるプロセス
である。その中に、最期の時期の医療およびケアのあり方
も含まれる。その際の主体はあくまでも患者本人で、患者
の意思は変化する可能性があるので、繰り返し話し合うこ
とが重要である。

地域で支えるという視点から、かかりつけ医を中心に看
護師、ケアマネジャー等の介護職、ソーシャルワーカー等
の多職種で患者の意思に寄り添うことが望まれる。その場
で決まらないこともあるが、話し合いの内容はその都度、
文書にまとめておくことが大切である。まずは話し合いの
きっかけをつくり、そのプロセスの場を提供することが重
要となる。話し合うべき内容は、以下のような例が挙げら
れる。

非がん疾患の
意思決定支援はどうすべき？
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・患者の状況〔家族構成や暮らしぶり、健康状態について気にな

る点、他にかかっている医療機関（治療内容）や介護保険サー

ビスの利用〕

・患者が大切にしたいこと（人生観や価値観、希望など）

・これまでの暮らしで大切にしてきたこと

・今の暮らしで気になっていること

・これからどのように生きたいか

・これから経験してみたいこと

・家族等の大切な人に伝えておきたいこと（会っておきたい人、

最期に食べたいもの、葬儀やお墓、財産についてなど）

・最期の時間をどこで、誰と、どのように過ごしたいか

・意思決定のプロセスに参加してほしい人、代わりに意思決定し

てくれる人

・医療およびケアについての希望

医療およびケアについての希望では、「痛みや苦しみを
少しでも和らげたい」「できるだけ自然な形で最期を迎えた
い」というのは当然の希望だが、中には「可能な限り生命
を維持したい」と延命を希望することもある。これまでは、
延命拒否をリビング・ ウィルとする考えが主流であった
が、このような延命の希望も1つのリビング・ウィルと考

える必要がある。
②患者の人生の物語をより豊かにするために

病状等も含め状況は様々だが、医療関係者から適切な情
報提供と説明がなされた上で、患者やそのご家族等で話し
合いを重ねていくことが何よりも肝要である。すなわち、
患者の意思形成をまず支援し、その後意思表明の支援を行
い、意思実現の支援へと結びつけていく（図2）3）。

従来のリビング・ウィルは、世界医師会（World Medi-
cal Association；WMA）リスボン宣言における患者の自
律性尊重に基づくものだったのが、ACPによる患者・家族
等と医療ケアチームでの共同意思決定の潮流は2011年の
終末期医療に関するWMA宣言（モンテビデオ宣言）4）から
始まり、これに基づいて厚生労働省の「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」
も作成されたと思われる。

単に看取りの瞬間だけではなく、人生の最終段階に至る
までの本人の人生の物語をより豊かにし、苦痛なく過ごせ
るよう支援し、結果として家族等にとっても満足いく看取
りを支援することが肝要である。

図1　人生の最期に至る軌跡
（文献1，2より作成）
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図2　日常生活・社会生活等における意思決定支援のプロセス
（文献3，p12より引用）

 日常生活・社会生活等における意思決定支援のプロセス

◎意思決定支援者の態度 （本人意思の尊重、安心感ある丁寧な態度、家族関係・
生活史の理解 など）

◎意思決定支援者との信頼関係、立ち会う者との関係性への配慮（本人との信
頼関係の構築、本人の心情、遠慮などへの心配り など）

◎意思決定支援と環境 （緊張・混乱の排除、時間的ゆとりの確保 など）

 人的・物的環境の整備

 [ポイント・注意点 ] 
◉本人の意思形成の基礎となる条件の確認（情報、認識、環境）
◉必要に応じた 都度、繰り返しの説明、比較・要点の説明、図や表を用い
た説明 

◉本人の正しい理解、判断となっているかの確認

 意思形成支援 :適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの支援

 [ポイント・注意点 ] 
◉意思表明場面における環境の確認・配慮 
◉表明の時期、タイミングの考慮（最初の表明に縛られない適宜の確認）
◉表明内容の時間差、また、複数人での確認 
◉本人の信条、生活歴・価値観等の周辺情報との整合性の確認

 意思表明支援 :形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

 [ポイント・注意点 ] 
◉意思実現にあたって、本人の能力を最大限に活かすことへの配慮
◉チーム（多職種協働）による支援、社会資源の利用等、様々な手段を検討・
活用 

◉形成・表明された意思の客観的合理性に関する慎重な検討と配慮

 意思実現支援 :本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

 意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り
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非がん疾患と地域包括ケア

1栄養ケアの重要性
口腔ケアは誤嚥性肺炎予防に効果的で、脳血管障害後遺

症を有する患者や咬合支持が不十分な高齢者、咀嚼機能の
低下した認知症患者の増加に伴い、その重要性は大きくな
っている。

今後、 患者が望んだ場合に在宅療養を継続するために
は、口腔機能の維持・向上、栄養食事指導の実践が重要な
役割を果たすと思われる。栄養食事指導は、医療保険上は
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病対策として
始まった。一方、介護保険では、2006年の介護予防（地
域支援事業）の開始とともに低栄養が対象に挙げられた。
2016年には医療保険でも低栄養、摂食嚥下障害、がん患
者への栄養食事指導が適応として認められ、文字通りすべ
てのライフステージにおいて栄養ケアの重要性が認識され
るようになった（図1）。

2長崎県内における具体的な取り組み事例
① 長崎大学病院摂食嚥下リハビリテーションセンターの
取り組み
長崎大学病院摂食嚥下リハビリテーションセンターは、

摂食・嚥下障害に対する専門外来として2004年6月に設
置され、入院患者、一次、二次医療機関からの紹介患者、
通院可能な在宅患者、施設入所中の患者などを対象に診療
を行っている。

嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査などの精密検査を中心に
診断を行い、必要に応じた嚥下訓練やポジション・食形態
等による代償法、食事指導・栄養指導のほか、摂食機能や

発音改善を目的とした装置（プレート）の作成も行う。在
宅での嚥下機能評価は、一部先進地域はあるものの、全国
的にみても実施している地域はこれから増えていくと思わ
れる。長崎県では、誤嚥性肺炎で入院した際に嚥下評価を
お願いしても、施行してくれない病院さえある。今後は、
病院ではもちろん、在宅でも嚥下機能評価を適切に行い、
食事摂取の可否、食事形態のアセスメント、経皮内視鏡的
胃瘻造設術（percutaneous endoscopic gastrosto-
my；PEG）の適応判断を行っていくことが肝要であろう。
図2は、実際の在宅での嚥下内視鏡検査と検査後のカン

ファレンス風景である。このように在宅で多職種が協働し
て、話し合いながらケアを行っていくのが大切だと考える。
②特別養護老人ホーム「みぎわほーむ」の取り組み
嚥下食料理教室「楽楽!! おいしか介護食」

長崎県長崎市にある特別養護老人ホーム「みぎわほーむ」
では、嚥下食料理教室「楽楽!! おいしか介護食」を2014
年10月～2019年3月に計45回開催している〔合計321
人（毎回平均7.1人）参加〕。参加者はデイサービス利用者、
在宅で嚥下食をつくっている介護者、ホームヘルパーなど
で、2人の管理栄養士と事務員の手伝いで開催している

（図3）。
調理の後は皆で会食し、おしゃべりのひと時を楽しんで

頂く。2015～2019年3月の嚥下食料理教室で集計した
アンケート結果によると、年代としては80代の参加者が
多く全体の54％であり、参加者からは「いつも身近にある
材料を使っての品々で大変参考になる」「久しぶりに楽しい
ひと時を過ごすことができた」「食後のおしゃべりも楽しか

誤嚥しない、
させないケアとは？

Q6
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った」などの感想があった。嚥下食の調理を学ぶだけではな
く、参加者のQOLにも好影響を与えていると考えられる。
みぎわ認定栄養ケア・ステーション

栄養ケア・ステーションは、日本栄養士会が認定する栄
養ケアを提供する地域密着型の拠点である。当施設は、上
記の嚥下食料理教室の実績から2017年度認定栄養ケア・
ステーションのモデル事業に参加し、2018年度6月には、
当時九州で唯一の「認定栄養ケア・ステーション」になった。

みぎわ認定栄養ケア・ステーションは、地域の栄養ケア

の総合的な相談窓口、また地域の医療と介護をつなぐ栄養
ケアの窓口になると思われる。

◎
誤嚥しない、そしてさせないためには、以上のように、

適切な嚥下機能検査を在宅の現場で多職種が参加して行
い、その結果を共有してケアに活かすこと、そして対象者
へ手の届く栄養ケアを実践すること（アウトリーチ）に尽
きると思われる。

図1　栄養食事指導に関する制度の変遷

医療保険

在宅訪問栄養食事指導
（居宅療養管理指導）

2010年
栄養サポートチーム加算

2006年改正
介護予防

（地域支援事業）

生活習慣病等
入院、外来、在宅

2016年
低栄養・摂食嚥下障害・
がん患者への栄養食事指導

2000年
介護保険

低栄養改善

すべての
ステージで
栄養が絡む

地域包括ケアシステム実現のため
栄養ケア活動の地域拠点が必要

（白髭　豊）

図2　嚥下内視鏡検査後、直ちにカンファレンスを行う様子
家族が参加できるカンファレンス。今後の方針・役割分担などについて話し合う

管理栄養士

図3　楽楽！！おいしか介護食のメニュー実例

スイーツ春巻き
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非がん疾患と地域包括ケア

ポリファーマシー対策として、多職種連携が不可欠であ
る。病院内外の連携を考えて包括的な服薬管理を行ってい
く必要がある。

1薬物有害事象とポリファーマシー
薬物有害事象とは薬剤の使用後に発現する有害な症状ま

たは徴候のことで、薬剤との因果関係の有無を問わない。
高齢者で薬物有害事象が増加する要因は、複数の疾患を

有するため併科受診が多くなり、結果的に多剤併用になり
やすいこと、慢性疾患が多く長期服用するケースが多いこ
と、症候が非定型的なため誤診による誤投薬をきたすこと
などが挙げられる。また機能上の要因として、臓器予備能
が低下して薬物感受性が増大し過量投与になりやすいこ
と、認知機能や視力・聴力の低下によりアドヒアランスが
低下することなどが挙げられる。

ポリファーマシーとは、多剤併用により薬物有害事象、
服薬過誤、アドヒアランス低下等の問題につながる状態を
指す。何剤からポリファーマシーとするかの厳密な規定は
ないが、高齢者の薬物有害事象や転倒の出現から、日本で
は5～6種類以上の投与をポリファーマシーとする（海外
では5剤以上）。複数の薬剤を併用することに伴う諸問題
がポリファーマシーなので3～4種類でも問題があればポ
リファーマシーといえる。

ポリファーマシーは医療経済的に負担が大きく、また高
齢者では肝・腎機能低下による薬物有害事象が出やすい、
視力・聴力の低下によるアドヒアランスの低下が起こりや
すいことから、その対策は重要である。

2処方見直しのタイミング
急性期や慢性期のあらゆる機会をとらえて処方の見直し

を行う。療養環境移行の際も処方を見直す好機である。特
に、退院・転院、介護施設への入所・入居、在宅医療導入、
かかりつけ医による診療開始時には、移行先における継続
的な管理を見据えた処方の見直しが求められる（図1）1）。

3服薬支援
服薬アドヒアランスが低下する要因として、認知機能の

低下、難聴、視力低下、手指の機能障害、日常生活動作
（ADL）の低下、多剤服用、処方の複雑さ、嚥下機能障害、
うつ状態、主観的健康感が悪いこと（薬効を自覚できない、
患者自らが健康と感じない）、医療リテラシーが低いこと、
自己判断での服薬中止、独居、生活環境の悪化などがある。

服薬管理の改善策として、認知症等により服薬管理能力
が低下するので、まずは薬剤数を少なくすることが肝要で
ある。配合剤を用いて複数の薬剤を1剤に収める戦略も有
効であろう。また、1日3回を2回または1回にし、食前・
食直後・食後30分の混在を回避して服用法の簡素化・単純
化を検討すべきである。介護者が管理しやすい時間に服用
させたり、口腔内崩壊錠や貼付剤を選択するなど剤形への
工夫も望まれる。さらには、一包化調剤により、多剤併用
による服薬過誤を予防する。この際、複数医療機関の処方
も合わせて一包化することが望ましい（処方日数の違いに
よる煩雑化を回避するような調整を心がける）。

医師ができる
ポリファーマシー対策って？

Q7
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服薬カレンダーやお薬ボックスも有効である。服薬カレ
ンダーは、通常は1週間分を曜日・用法で管理するものだ
が、認知症があると数日分をまとめて服用してしまう危険
性もある。 日めくり方式にするとこの危険性は軽減でき
る。お薬ボックスは、1日分が服薬時点ごとに区切られた
ボックスである。

4「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」
薬物有害事象が高齢者に頻度の高い症候、すなわち「老

年症候群」として表れる場合が多く、見過ごされがちであ
ることに注意が必要である。ふらつき・転倒、記憶障害、
せん妄、抑うつ、食欲低下、便秘、排尿障害・尿失禁など
の老年症候群があれば、原因となる薬剤がないか注意すべ
きである。

高齢者で有害事象を起こしやすい薬剤、効果に比べて有
害事象の危険が高い薬剤は高齢者にふさわしい薬剤とはい
えず、potentially inappropriate medications（PIM）
と呼ばれる。 米国ではビアーズ基準、 欧州ではSTOPP 

（Screening Tool of Older Persons' potentially inap-
propriate Prescriptions）、 日本では日本老年医学会に
よって高齢者に対して「特に慎重な投与を要する薬物のリ
スト」が作成されてきた。認知機能低下を理由とした「特
に慎重な投与を要する薬物のリスト」の代表的薬剤として、
抗精神病薬、ベンゾジアゼピン系薬剤と抗コリン作用のあ
る薬剤に留意する（次頁表1）2)。

5多職種連携の重要性
服薬管理では、薬剤師、医師、看護師、医療ソーシャル

ワーカー（medical social worker；MSW）、栄養士等の
多職種連携が不可欠である。「（飲むと）体調が悪い」「本当
は飲みたくない」「実際には飲んでいない」といった訴えは、
医師以外の職種に伝えられることが多いからである。そし
て、病院内・病院外（診療所、在宅、施設）のそれぞれの服
薬管理と、病院内外の橋渡しを考えて、包括的な服薬管理
を行っていく必要がある。

図1　処方の見直しのタイミング
退院・転院、介護施設への入所・入居、在宅医療導入、かかりつけ医による診療開始等の療
養環境移行時に処方の見直しが求められる

（文献1，p13より一部改変して引用）
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表1　認知機能低下を理由とした「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」の代表的薬剤

薬剤（クラスまたは一般名） 主な副作用・理由 エビデンスの質と推奨度

抗精神病薬
錐体外路症状、過鎮静、認知機能低下、
脳血管障害と死亡率の上昇
非定型抗精神病薬には血糖値上昇のリスク

エビデンスの質：中
推奨度：強

ベンゾジアゼピン系
睡眠薬・抗不安薬

鎮静、認知機能低下、せん妄、転倒・骨折、
運動機能低下

エビデンスの質：高
推奨度：強

三環系抗うつ薬
認知機能低下、便秘、口渇、誤嚥性肺炎、
排尿症状悪化、尿閉

エビデンスの質：高
推奨度：強

パーキンソン病治療薬
（トリヘキシフェニジル、ビペリデン）

認知機能低下、せん妄、過鎮静、便秘、口渇、
排尿症状悪化、尿閉

エビデンスの質：中
推奨度：強

オキシブチニン（経口）
尿閉、認知機能低下、せん妄のリスク
口渇、便秘の頻度が高い

エビデンスの質：高
推奨度：強

H1受容体拮抗薬（第一世代） 認知機能低下、せん妄のリスク、口渇、便秘
エビデンスの質：中
推奨度：強

H2受容体拮抗薬 認知機能低下、せん妄のリスク
エビデンスの質：中
推奨度：強
（文献2をもとに作成）
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非がん疾患と地域包括ケア

1死因としての「老衰」の増加
1960年頃から診断・医療技術の進歩や病院で亡くなる

人が増えたことで、「老衰死」は大きく減少した。ところが、
1996年の最低数の後、2000年頃より増加に転じ、
2018年の統計では死因の1位、2位はこれまで同様に悪
性新生物（腫瘍）、心疾患（高血圧性を除く）だったが、「老
衰」が初めて3位となった。死因としての「老衰」はこの十
数年、右肩上がりで上昇し続けている（図1）。その増加の
主体は90歳以上の年齢層である。

死亡統計における死因の変化には、2017年4月に発表
された日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン
2017」の影響もあると考えられる。同ガイドラインは「易
反復性の誤嚥性肺炎のリスクあり、または疾患終末期や老
衰の状態」の場合には、「個人の意思やQOLを重視した治
療・ケア」を行うこととし、患者背景を考慮した上で積極
的な治療を行わないことを初めて推奨した。

死亡診断書の死因病名が「肺炎」「誤嚥性肺炎」とされて
いた症例の多くは、実際には肺炎が死因ではなく、加齢性
変化による衰弱などによって死亡しているといわれていた
が、誤嚥性肺炎で死亡した場合にも、死亡診断書の死因病
名に「肺炎」ではなく「老衰」と記載する医師が増えてきて
いると推測される。

2死亡診断書への「老衰」の記載
①「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」

厚生労働省の「平成31年度版 死亡診断書（死体検案書）
記入マニュアル」でも、「死因としての『老衰』は、高齢者

で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死の場
合のみ用いる」と記載している。「ただし、老衰から他の病
態を併発して死亡した場合は、医学的因果関係に従って記
入することになる」とある。すなわち、（ア）の直接死因が

「誤嚥性肺炎」で、（イ）に（ア）の原因として「老衰」と記載
するのは妥当としている。
②「老衰」と診断することに対する印象の変化

筆者が1980～90年代に病院勤務医であった頃、 死亡
診断書に「老衰」と書くのには憚りがあった。 病理学的、
臨床的検索がごく普通に行われていた時代に、医学的な病
因を真摯に追究していないような後ろめたさがあったから
だ。また、在宅死した患者を病理解剖して死因を確かめる
ことをライフワークとしていた筆者の父親からも、正しく
病名を追究すれば何かしら器質的疾患があるはずで、安易
に「老衰」と死亡診断すべきではないと説諭されていた。

しかし今では、高齢で多臓器不全となり、全体像として
「老衰」と考えるのが妥当な症例が増えていると思われる。
筆者個人も、特別養護老人ホームで徐々に食事や水が摂れ
なくなり、まさしく陽が沈むように静かに亡くなっていく
症例を年間10例近く経験するようになって、「老衰」と診
断するのが妥当と思うことがしばしばになった。

全国集計上でも、「老衰」による死亡の場所別割合が
2000年以降、老人ホームに大きくシフトしているのと私
個人の経験は符合しているようだ（図2）。また、病院でも

「老衰」と診断する症例が増えていることも見てとれる。

「老衰」と
死亡診断するのに迷う？

Q8
第２章 B
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3死因を「老衰」と診断する思考過程
2014年、在宅医療に関わり「老衰」と死亡診断したこと

のある医師を対象としたフォーカスグループインタビュー
による質的研究（公益財団法人勇美記念財団による研究助
成完了報告書「在宅医療において、 医師が死因として『老
衰』と診断する思考過程に関する探索』）がある。臨床医が

「老衰」に遭遇する機会が増える中で、「老衰」や「老衰死」
を診断する際、医師がどのような思考過程をたどっている
のかはこれまであまり検討されてこなかった。この検討で
は、死亡診断書の直接死因に「老衰」と記載した経験のあ
る、在宅医療に関わる医師13人を小さなグループにわけ
てインタビューを行っている。

この検討から、在宅医療で医師が死因を「老衰」と診断
する思考過程にいくつかの概念が存在することがわかっ
た。1つ目は、医師が「老衰と考えられる臨床像」を各自で
持っていることである。たとえば「80～85歳以上」という
ように年齢の目安に基づき、患者との継続した関わりの中
で「緩徐な状態低下」をきたしており、「他に致死的な病気

の診断がついていない」患者を「老衰」と考えていた。2つ
目は、医師が「老衰と診断することへの葛藤や不安」を抱
えていた。「老衰」と診断する中で「病気の見逃しがないか」

「ある程度病気の診断をどこかで行わないと」という考えが
あること、「老衰」の定義のあいまいさによる迷いを感じて
いることである。3つ目は、上級医や施設長など他の医師
が「老衰」とつけるのを見て「老衰とつけていいのだ」と考
えるようになったという意見である。他にも、医師会の死
亡診断書の記載に関する勉強会などで「老衰」に関する説
明があったことで「老衰」と診断することを後押しされた
という意見もあった。4つ目の概念として「家族との関わ
りの重視」がある。これは、最も身近な家族から「老衰で
しょうか」と聞かれると、その診断名により傾くというも
のだ。

◎
以上のように、高齢者の死亡が増えて施設死が一般的に

なったこの時代では、もはや「老衰」と死亡診断すること
に躊躇する必要はないといえる。

図1　年齢別にみた老衰死亡者数の推移
〔厚生労働省：平成30年（2018）人口動態統計（確定数）の概況をもとに作成〕
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図2　老衰死亡者の死亡場所の変化
〔厚生労働省：平成30年（2018）人口動態統計（確定数）の概況をもとに作成〕
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