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胃瘻の適応について
もう一度考えてみよう！

第30回鹿児島PDNセミナー



令和元年11月16日

いい、いろうの日



胃瘻＝悪者（延命処置）？





尊厳死 がん、認知症、心臓病になったら 胃
瘻を望まない人は7割超

胃ろうで生きることが、幸せなのかわからない58.7％。
医者は稼げるが・尊厳を損なったり苦痛を増大

尊厳死、自然死ブームの裏側にあるもの
胃ろうは本当にムダな医療なのか？

高齢者への“安易”な胃ろう造設に反対！

胃ろうしてまで生きたくない」
「無駄な延命措置はしてほしくない」。



胃瘻は本当にダメなの？

栄養を取り入れなければ、確実に身体は弱っていく。
体力を回復するためにも胃瘻は有効な手段で、使用すること
で元気になっている人もいる。

早い段階で適切な医療を受ければ、健康を取り戻して日常生
活に戻れるかもしれないのに、そうしたチャンスを得られな
かったからこそ、「終末期」になってしまった人もいるのではな
いかという疑問も湧く。

本来胃瘻の適応なのに経鼻胃管の患者さんが増えたのでは？



現在の胃瘻の問題点

１）適応
いよいよ食べられなくなって造設するため
延命処置として捉えられている。

２）一度造設したら抜けないと思っている。
造設したら食べられないと思っている。

３）管理と造設の担当医が異なる
消化器内科医が造設のみ担当するケースが
増えておりリスクを嫌がる。
（造設を拒否される）



消化管の使用は可能か？

経口摂取は可能か？

十分な栄養摂取は
可能か？

経口的
栄養補給

経腸栄養

経静脈栄養

長期または
液量制限

短期

末梢静脈栄養 中心静脈栄養

消化管機能の回復

栄養補給経路の選択

（静脈経腸栄養ガイドライン第３版より）



経腸栄養による補助

長期短期

経鼻チューブ 胃瘻・腸瘻

経腸栄養のアクセス

十分な栄養摂取不可能
あるいは経口摂取不可能

４週間が目安

注）栄養療法が目的の場合

（静脈経腸栄養ガイドライン第３版より）



栄養療法の適応

PEGの適応

分けて考える必要がある！
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胃瘻と経鼻チューブの推移
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胃瘻造設術

胃瘻より流動食注入

（医療提供状況の地域差 平成29年4月28日 内閣府）



当院での胃瘻造設件数
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最近の胃瘻造設症例について

平成30年４月から令和元年5月末までの造設症例
・基礎疾患
・発症から造設までの日数
・退院時（現在）の栄養補給内容



症例の内訳

造設件数：２２件
男性：女性＝１６：６
平均年齢：76.4歳

再造設：２件（事故抜去）
造設後死亡：３例
（２例；悪性リンパ腫、１例；誤嚥性肺炎）

17例について検討



17例の内訳

平均年齢：77.5歳
男女比 １１：６
発症から造設までの期間：50.2日（9~120）



症例数

脳出血

脳梗塞

その他

基礎疾患

７

６

４



症例数

完全経腸栄養

経腸＋経口

完全経口

退院時（現時点）の栄養補給

６

６

５



完全経口症例の内訳

年齢、性別 現疾患 造設までの
期間

抜去（完全経口）
までの期間

１ 72歳 男性 外傷性脳出血 ９日 ２８日

２ 75歳 女性 脳出血 １１日 ３７日

３ 62歳 男性 脳梗塞 ３７日 ２４日

４ 82歳 女性 脳出血 ３９日 ５５日

５ 77歳 男性 CO2ナルコーシス ３９日 １５５日



経口摂取困難症例の対応
(当院での現在の取り組み）

経鼻胃管（８Fr）挿入し経腸栄養開始
（入院後３日目までに開始）
並行して嚥下訓練を開始

多職種カンファレンスにて
早いタイミングで胃瘻造設を検討

NST医師より家族へ説明

胃瘻造設

NSTへ相談（適応を検討）

より積極的なリハビリが可能になる



食べられないから胃瘻？

良くする・維持するためには

本気で栄養管理するためには

治療と看取り
（キュアとケア）

とても有効なツール

・食べられるうちに胃瘻
・元気にする胃瘻



• 狭義：加齢に伴う筋肉量の低下。

• 広義：すべての原因による筋肉量と筋力の低下。

→廃用症候群や低栄養による筋肉量と筋力の低下も

サルコペニア。

• 四肢体幹なら寝たきり、嚥下筋なら嚥下障害。

• 狭義のサルコペニアの治療はレジスタンストレーニン

グ。ただし、重度の低栄養の時は逆効果。

サルコペニアとは

誤嚥性肺炎とサルコペニア・嚥下障害





加齢に伴う筋肉量の減少
（サルコペニア）

日常生活動作（ADL）低下
生活の質（QOL）低下
身体機能の低下
免疫力の低下
（フレイル状態）

死のリスクが高くなる



（公益財団法人健康・体力づくり事業財団ホームページより）

貯筋



（公益財団法人健康・体力づくり事業財団ホームページより）

入院中に貯筋する事も大切！
（折角入院してるのだから良くして帰すのが原則）



栄養管理とリハビリで健康寿命を伸ばし
日常生活に制限のある期間もQOL向上

QOL

寿命終末期

日常生活に
制限のある期間

栄養管理も
リハビリもなし

栄養管理と
リハビリあり

リハビリのみ





認知症患者の増加



・健康寿命を延ばす。
・機能障害があっても在宅で穏やかに過ごす。
・老衰死を邪魔しない。

これからの高齢者医療の目標



（１）亡くなる２か月ほど前から急速に機能が低下して
死に至るガンなどのタイプ。

（２）心不全などの臓器疾患。病状の悪化を繰り返しな
がら機能低下していく。

（３）老衰死。機能が低下した状態が長く続き、徐々に
死に近づいていく。他の死にはない緩やかな過程。

死に至る過程は大きく３つのパターンに分類される
（急性疾患は除く）

・長寿化が進む中、老衰の経過を辿る
人が増えている。





老衰死とは
2015年9月20日放送のNHKスペシャル

NHKホームページより引用



インフラメイジング
（老化がもたらす炎症）

細胞の老化

細胞分裂を停止し変形していく

炎症性サイトカイン放出

周囲の細胞の老化が促進

慢性的な炎症状態



筋肉：筋力低下、呼吸も浅くなる

脳：意識レベル低下、寝ている時間が多くなる
苦痛も感じなくなる

慢性的な炎症状態

小腸粘膜：食べたものが消化吸収できなくなる。
食べても身に付かない状態

細胞の減少により様々な臓器の萎縮



この時点で医療介入したとしたら・・・

点滴などにより全身の浮腫増強
肺水腫や心不全増悪
経管栄養では下痢・嘔吐頻発

本人の苦痛を増強させる
見た目も浮腫で悲惨な状況



老衰死

一番苦しくない最期
一番見た目がきれいな最期

経管栄養中の患者さんでも
投与量を減らしてあげる必要がある

いわゆる“寿命”です！



院内での現状

看取り目的なのに・・・・・

看護師や担当医

食事が取れいていません！
尿が出ていません！

経管栄養開始
点滴開始



医療従事者にとっても

死に直面する事を嫌う
死は負け（負の印象）がある
老衰死に遭遇するケースが少ない
死因に病名をつけたがる

看取りにモニターは不要！
そっと何もせずに見送る勇気も必要！

本当に患者さんの為になっているのか？



看取り体制の整備

在宅（施設）看取りが困難な症例に対して

医療行為をしない
看取るだけの入院

治療と看取りを分けて考える必要がある！
（キュアとケア）

老衰死を邪魔しない！



経口摂取にこだわる結果

慢性栄養障害進行

必要なエネルギーが摂れずにさらに慢性栄養障害進行

フレイル状態

免疫力低下

易感染症状態

ますます経口は困難になる



胃瘻は悪物

ではなく

プロなら上手に使いましょう！

栄養管理の一つの有効なツールです

元気にするための胃瘻を増やす！

早期のPEGを検討！
必要なくなったら抜去！
点滴ルートと同じです！



栄養は全ての医療の基本

• 治る病気も治らない

• リハビリも進まない

• まだ生きられる命も守れない

栄養をきちんと確保しないと

老衰と違い、

治す・良くする、維持する
ためには栄養が必須です！



高齢者は栄養管理が重要

ベースに低栄養がある。
嚥下障害を見逃さない。
口腔環境を気にかける。

これから高齢化が進みます
・患者さんの高齢化
・在宅での老々介護
・高齢者の独居

などなど

治す・元気にするためには！



経口的栄養補助のこと。 普通の食事に加えて、
・「経腸栄養剤」や「濃厚流動食」を飲むことで、
不足分の栄養を補おうというもの。
・胃瘻がある患者でも同じ事

ONS
(Oral Nutrition Supplementation)

Yahooショッピングで検索すると・・・42431件ヒット



イノラス 187.5ml=300kcal

今年６月に新発売！

医薬品として久しぶりの新製品経腸栄養剤



ONS
(Oral Nutrition Supplementation)

今後確実にニーズが増える

・高齢者
・在宅医療

・経口摂取が少ない
・胃瘻があるが何か食べさせたい



食べられるようになったらすぐ抜去

経口のみでリハビリ継続

十分なエネルギー摂れず

退院する頃には体重減少

経鼻胃管



食べられるようになっても補助継続

十分なエネルギー補充可能

筋肉も増える（貯筋）

退院する頃には体重増加

胃瘻

貯筋が可能



これからの胃瘻

１）適応を今一度考えましょう！
治療のための胃瘻
抜ける胃瘻

２）管理と造設の連携を深めましょう！
早期の胃瘻
状態を落とさないうちに造設

３）老衰を邪魔しないように！
在宅医療を支える有効なツール

答えは一つではありません。
目の前の患者さんに何がベストか？
チームで考えていきましょう！


